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★常設初等講習★
開講四月•七月、九月・一月

期間二ケ月

□4ĉ □ 每週月、木兩口 ’「後七塔
ロキロより二時間宛

月謝一ヶ月一仙.全期二ira 

場所當學會事務所階上に於て 

初等修了後希望により補習・中等科開設

★例・會・硏究會★
每迪水曜19時より

（年中無休）'

19時20分より21時迄……輪講 

用書:ザメンホフ讀本

21時より...............茶話會

输講中細密な語法の講義.茶話會では唱 

歌の練習あり.每回出席&多數愉快な會 

合で非常に爲めになります。出席歡迎。
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國際敎育の基調

中等學校敎科書にエスベラントに

關する記事現はる

昨年十一月東京六合舘發行の廣島文理 

科大學及同高等師範學校敎授文學博士新 

見占治氏著新制西洋史にはエスペラント 

に關する記事が出てゐる。卽ち207頁よ 

り次の頁にわたって、

世界傅覽會は始めてロンドンに開か 

れ（18讥年）更に赤十字社、郵便ヽ電 

信など'種々の國際的同盟や各種の 

學術的會議が催されヽまた國際共通 

語として工女ペラントが創造される 

に至った。

エスベラントエスペラントと 

は、ポーランド人ザーメンホーフ 

の創造した國際共通語である。

网際間の交際に於て、英語にせよ、 

佛語にせよ、待殊の國語を用ひる 

場合にはヽその國以外の者には外 

阈語としての不便がある。

又民族主義の思想が盛になってヽ 

各々國語を尊重する念が强くなっ 

た際であるから、或際用語として 

强大國の國語を使用することは. 

小國民にとっては屈辱の觀があ 

る。エスペラントのやうに、何國 

にも屬しない言語を世界共通の國

松葉菊延

際語とすることは誠に至當のこと 

である。

とあり、更に［:段欄外には、

從來國際會議の公用語としてフラン 

ス語が用ひられたは何故か。將來は 

どうなると思ふか〇

と云ふ設問が附してある。

尙、207頁の右隅には『ザー メンオー 

フの像』として綠星章をつけた右向の乙 

博士の寫眞が入れてある。

屮等學校の两洋史の敎科書にエスペラ 

ントに關する記事が出たのは、恐らく本 

書を以て嘴矢とするものであらう。

國際生活に入れる現代人類にとって阈 

際的知識の敎育普及が必要なることは論 

を俟たぬ。新見陣士が此の•點に留意せら 

れ、國際生活ヽ國際敎育の基調たるべき

際語エスペラントに關する、しかも了 

解ある記事をその著書中に揭げヽ學生に 

深く考ふる機會を與へられたるは、逹見 

として心より敬意を表するものである。

學校に關係せらるゝ同志は中等敎育改 

善とエスペラント普及のためよろしく本 

書を推賞採用せられヽ著者が企をして有 

意義たらしめんことを切に希望する。
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SAMIDEANO
央戶圭一

Samideano

Samideano !エスペラントは文法のみ 

しか知らない人がこの語をsamideano 
と分け得られるであらうか。我々エスペ 

ランチストはお互ひを呼ぶに「サミデア 

ーノ」を以ってし益々その親しみを加へ 

てゐる。文法的に云へば合成語の慣習に 

從って「サム・イデアー ノ」と發音すべき 

であらうが、現在では„Sinjoro“或ひ 

はお望みに依っては“Kamarado"と 

同じ樣な一つの語として取扱はれてゐる 

ことはこゝに述べるまでもない。然らば 

いつからこの「合成語」が用ひられ初め 

たか。古い文獻をと、ザメンホフの書翰 

を„ Originala Verkaro "で調べて見 

る。筆者秘藏のザメンホフの端書と同じ 

く殆どすべてが,,Kara Sinjoro !"で始 

まってゐて„Samideanonは見付から 

ぬ〇1905年の ブー vニュ・シュル• メール 

に於ける第一囘の大會での演說も,,Esti
mataj sinjorinoj kaj sinjoroj!で始 

まってゐて、第三囘のケンブリッヂの大 

會（1907年）に於て初めて„Samideanou 
を用ひたのであるが、それより前にー曬 

誰が„Samideano を提案したのだら 

うヽこゝに面白い話がある〇

今は全く滅にした„ Linguo Inter

naciona Ido u （國際語イードに就いて

詳しいことは小坂狷二 

C192+Ĵを談まれ仁い。 

に關し•匚は失戶圭一、 

〇927〕に紹介がある。

た通り、イードの鬪将がその後續々オク 

・ソイデンタルに走りゝ一方乂この世を去 

R. 〇., 5, 74 ff
尙その後の模様

R. 〇., 8, 271, 
當時述べておい

ったので今Hでは殆どその影を見ないと 

云って差支へない。）の提案君L. de 

Beaufront （勿論その時はエスペランチ 

スト）が或る日ヽと云っても之は］89）年か 

1X91年のことであるが、Gaston Moch 
（モックと橫む）を訪ねた。モック先生そ 

の時外國の友人に手紙を書かうとしてゐ 

たが、當時流行った手紙の書き出し 

„ Kara Samlingvano ''を好ます♦（モッ 

クは „Pri la Elparolado de Esperanto/4 

Paris,1907. 云ふ著を出した位だから 

„ Samlingvano "が 發音しにくいのを 

嫌つ仁のかも知れない。）ボーフpンの考 

へを尋ねた時ヽ彼が卽座に發案したのが 

„ Samideano “であった。卽ち提案者は 

ボーフロン、最初の使用者はモックであ 

るが間もなく全世界のエスペランチスト 

間に擴まっていったと云ふことである。

文獻:L. de Beaufront, Kompleta 

Gramatiko Detaloza di la Linguo 

Internaciona Ido, Luxembur^, 1925, 

p.140の脚就。

Adasismo

現在のエス語界人氣作家の一人、ハン 

ガリーのK. Kalocsay （1の讀み方が 

判らぬ人が多いが藤澤3脚先生のお話に 

依ると「カロチャイ・ださう江。）の近作の 

一つ „ Lingvo Stilo Formo u の中の 

・編 „ La Esperanta Rimo "（昨年度の 

„Literatura Mondo "の中にも同じも 

のが載ってゐるからヽ同書を御所持でな 

い方はそちらを見てドさい。）の中に 

„ adasismo uと云ふ語が見える〇字引を 
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探してもない。こんな!^に取るべき方法 

とてエス語基本文法第十五條に依り英 

話、ドイツ語、フランス語さてはラテン 

語の辭書まで出して見ても似た樣なもの 

が見付からぬ。意味はよく判るから好い 

けれども、どうしたものだらうと單語衣 

何でも知ってゐるのでS-ro Vortaroの 

名ある Surdulo Lakeo 君（Kp. R. 〇., 

13, 25〔1932〕）ですらのお話であった。

こゝでー•寸詩人カロチャイの言葉を借 

りる。尤も彼のみに限らす例へばTeo 
Jung （Heroldo de Esperanto, N-ro 13 

〈405） Cl927；）等も述べてゐる處である 

がゝエス語は明瞭な母音ヽ判然仁る了•音 

を持ってゐるから、唯イタリー語にのみ 

ある樣な音樂的に響く淸い韻を産み出す 

が、韻の數が非常に少ない。それは勿論 

接頭字、接尾字等の運川に依って無限の 

新しい語が出來るから、語根が比較的少 

ないこと、及び品詞迂同じうする語は常 

に同一の語尾を持ってゐること等に原因 

する。いつも同じ黴の生えた様な„ pra- 
rimo u （pra?rimo）, 例へば kor 〇・floro- 

odoro ; am〇・flamo-ornamo ; bela* 

ĉiela -miela; sento - vento -1 ur mento ; 

lin-fin,-sin,;loko-voko 等々で以って 

短かい詩をデッチ上げることはさして困 

難ではないがヽ形式の假かな阈語の詩を 

飜譯するとなるとなかなか大抵ではな 

い。殊に□本語の詩をその樂譜に合はせ 

て耿へる樣に譯すにはその上もう一つの 

大きな障害护ある。卽ち日木の樂i普は始 

ど全部男性韻ゝ卽ち句の最後の音節に揚 

音が來るのであるから小坂氏（R・〇., 2, 

15!匚1921J或ひはこれの別刷單行本:エ 

ス作詩法»>.第二版、1924, p. 6）やユ 

ンク（前出）炉述べてゐる樣に、エス韻の 

單語の性珂（放後から二つIIの昔締に揚 

音がある。）と相容れす・ヽ單數主格名詞の 

語用省略を行ふ加、單綴の語を句尾に持 

って來るかしなければならないので、そ 

れでなくても元來ゝ詩に於て揚音だの韻 

だのを考へに入れなかったH本人に取っ 

ては益々六ケしいものになってしま・ふ。

話を乂本線に引きもどすとヽエス語に 

は韻が少ないので、I上むを得ず接尾字を 

利用 して anta-anta; iĝi-igi; eta - eta 
等が韻として用ひられた。ザメンホフも 

„La Espero"に於て12組の韻のうち 

5組までこんな接尾字語を川ひてゐる。

Vivonaska intuicio, la Sintezanto 

（Kp. E. W uster, Enciklopedia Vortaro 
Esperanta-Germana の扉） Antoni 

Grabowski （1857—1921）—— 筆者と同 

じく化學首だ、こゝに敬意を表す——は 

ザメンホフを除いた最初の文章家であ 

リヽエス詩の父と云はれてゐるが・數多 

の國語に精通してゐた能力を利用して傑 

作 „ El Parnaso de Popoloj ° poem

aro, Varsovio, 1913を著はした护、< の 

中の原作詩，,Sur unu Kordo "（この詩 

は同氏着 Kondukanto kaj Antologio 

lnternaciaにも出てゐるから1904ドより 

前の作であると思はれる）に於て,厂adas, 

-adas "と韻を踏む詩人を,,adasisto “ 

と笑つ;1〇（この解釋は筆者自身の考へで 

ある。）然し彼自身も亦人作Ĵ, Sinjoro 

Tadeo u等に於て,,adasoj“を用ひてゐ 

がヽこゝの問題ではない。こんな而白い 

造語（類例:vivuo——禹歳の叫び）がそ 

の後直々（例へばTeo Jung,前出、U 

EA Jarliblro 1927 年 p. 90 等）用ひら 

れ仁が今カロチャイの手に依って（前記 

の論文を參照せよ）他の参くの語と共に 

詩の術語として一般に敎示さ•れたことを 

こゝに紹介したいのである。 •
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檢 察 官
Zamenhof 譯 しa Revizoro 一節の註譯

K. Osaaka.

Urbestro.—Al vi ankaŭ mi konsilus, 

Ammos Fjodoroviĉ, meti atenton al 
la oficaj lokoj. Ĉe vi tie en la 

antaŭĉambro, kien ordinare venas la 

petantoj, la gardistoj ennestigis ordi

narajn anserojn kun malgrandaj 

anseridoj, kiuj konstante kuradas sub 

la piedoj. Certe, aranĝi al si doman 

mastraĵon, por ĉiu estas afero laŭd

inda, kaj kial la gardisto ĝin ne devus 

aranĝi ? Nur, vi scias, en tia Ioko 

estas nekonvene ... Mi jam antaŭe 

volis rimarkigi vin pri tio, sed mi 
ĉiam iel forgesadis・

Fjodoroviĉ・——Nu, mi tuj hodiaŭ 

ordonos preni ilin ĉiujn en la kui

rejon. Se vi volas, venu tagmanĝi.

市長;-----Fjodoroviĉ（^ĉ判官）さん、君

にも役所構內に氣を付けるやう注意した 

いんだがね、君ん處の普通訴願人が來る 

あすこの控室（antaŭĉambro）には守衞 

達が小さな子篤鳥をつれた驚烏を飼って 

ゐて（ennesfigis）そ奴等は年中足元を 

チョロチョロ走ってゐる。勿論（certe） 

內職をするのは誰にしても結播な（laŭd,- 
inda）事さ、守衞が內職していかんてな 

事はないさ（どうしていかぬ事があらう 

か）、た丫あんな場所でやるのは困る（應 

はしくない）ですな（vi scias） • • •-實は 

もっと以前その事を注意して置かう（ri

markigi vin）と思ってたのだがいつも 

何やかやで（iel）忘れてゐた。

Fjodoroviĉ——よろしい（nu）、早速今 

口皆んな克所へ卜げZやうに命じませ

う〇もし何でしたら（se vi volas）お畫 

御飯においで下さい。 、;:

meti atenton ! ム•、レ・ 二行=atem注意する
turni atenton 丿

類例:aranĝi singardecon 川心す 

ansero 鷲鳥,雁;ordinara ansero, 

domansero 鷲烏,sovaĝa ansero 雁

mastro 主人,mastrino 主如｝; mast- 

rumi家事の切り盛をする,家政をやっ 

てゆく; mastraĵo家事.世帶,暮し向 

き;aranĝi mastraĵon （職や內職で）世 

帶を張る,暮し向を立てる。

（kiel） vi scias『御存知でせうが（御 

存知の通り、』は念を押す挿入句。

rimarki pri io或事に氣がついてそれ 

を認める,rimarkigi iun pri io其人を 

して或事に氣がっかしめる,注意をうな 

がす。

Se vi volas, iru kun mi. 若しイ可で 

したら（若し御行きになる氣がおありな 

ら）御一緖に。

Urbestro. — Mi nur pro okazo ek- 
tuŝis la distriktan juĝejon; kaj por 

diri la veron, mi dubas, ĉu iu tien 

enrigardos ; ĝi estas jam tia envi- 

inda loko, Dio mem ĝin favoras. 

Sed jen vi, Luka Lukiĉ, vi kiel ins

pektoro de lernejoj, devus ekzorgi 
precipe rilate la instruistojn. Ili, 

sendube, estas homoj instruitaj kaj 

ricevis edukon en diversaj kolegioj, 

sed ili havas strangajn manierojn, 

kiuj kompreneble estas nedisigeblaj 

de scienca rang〇. Unu el ili ek- 
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zemple, tiu persono, kiu havas dikan 

vizaĝon ・•・・ mi ne memoras lian 

nomon, neniel povas sin deteni de 

tio, ke suririnte sur la katedron, li 
ne faru grimacon jen tiel (faras 

grimacon}, kaj poste li komencas el 

sub la kravato gladi sian barbo n. 

Kompreneble, se li al lernanto faros 

tian fizionomion, ĝi ne estas anko
raŭ io grava : eble oni tiel eĉ devas 

fari, pri tio mi ne povas juĝi; sed 

vi konsideru mem, se li faros tion ĉi 

al la vizitanto, — ĝi povas esti tre 

malbona: sinjoro la revizoro aŭ iu 

alia povos rilatigi tion ĉi al si. El 

tio povas elveni, la diablo scias, kio.

币長----私は遇々(pro okazo)地方

裁判所に言及した(その話にふれたek

tuŝis) までなのさ;實を云ふと(por 

diri la veron)あんな處をのぞく人があ 

るかないか©! iu)疑ふね;何しろ元來 

(jam)とても結構千禹な(enviinda;反 

語;實は嫌な)場所だからね,人間なら・ 

寄り付かんね（神自身がそれを恩惠し給 

ふ,人間は御免を免る）〇だが君々（jen 
vi）, Lukiĉさん,君は督學官として（kiel） 
特に敎師に就て注意をせんと（ekzorgi） 
いかん。あの連中はそりゃ（疑もなく 

sendube）學問をした（敎育せられた）

人で色々な專門學佼で勉强をしたりだら 

うさ,然し奇妙な癖がある,そりゃkiuj）
淪學者階級につきもの（取り除け得ぬ

ne'dis'ig'eblaj）だらうがね〇例へぱあ

の中の一人〉顏のふとったあの人さ・•… 

名前は覺えてゐないがね,敎壇にあがる 

と（sufifinte）それこんな（と溢面を造 

る）漩面をどうしてもせんわけにゆかん 

のだ（せぬやうに自分を挫へるdemeni 

することが出來ぬ）そしてそれからネク 

タイの下から顎鬚をなでつけるんだ。勿 

谕先I生徒に對してそんな而相をするな 

らまだまだ（ankoraŭ）大したこと（io 

grava）ではないさ,それは私には何と

ないが(pri kio・・・),

とによったら（eble）そんな風にしなく 

っちゃならん（eE devas）のかも知れん 

がね;だがいゝかね（お前勘考してみろ）, 

若し參觀人にこんな事をしたならば—— 

えらい事になる（甚だ惡い）かも知れな 

い（povas esti）:檢察官殿なり誰なり 

（他の誰かau iu alia）はこれを口分の 

ことだと思ふ（自分にこれを關係つける 

rilafigi）かも知れん。そしたらどうな 

るが（其事から何が出來するか）知れた 

もんまやない（惡魔が知って居る）。

"pro okazo=okaze 遇々,丿产に

pro provo=prove 試みに(H 16,5) 

pro komplimento i/世辭に(Rz.) 

pro singardeco 用心に(BV. 47)

I rilate t.ion=rilate al tio=en la rilato 

j al tioそれに關して

koncerne tio （al tio）それに關して 

disigi A-n de B AをEから引き離

,す

nedisigebla de C Cから離せぬ,C 
.とは離れぬ,不離の

sin deteni de ~ （~から自分を離して 

保つ=）~するのを差し控へる，~せぬ 

よう我慢する

vizaĝo （頭の前面の部分たる）顏 

fizionomio （顔の形狀たる）人相 

mieno （顔面に表現せられる色々な） 

顏つき 、;•'バ

trajtoj （顏の造作たる）目鼻だち

La diablo scias=Mi ne scias 
おれは知らん,わかりはせぬ •
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再歸代名詞を中心芒して

11.動作槪念の隱顯

再歸代名詞の用法を決定する動作槪念 

は必ずしも文中に表現されることを必要 

としない。その具體的場合を例示すれば:

a) Li sukcesis tuj kapti al li 

favoran okazon.
b) ĉiuj dormis, krom la direktisto 

apud sia direktilo (F. K. 55.42).
c) Tiel ili ambaŭ sidis, plenkres

kuloj kaj tamen infanoj, infanoj kon
cerne sian koron (F. II 76/26).

ĉ) ĉiumatene (ŝi) elrigardadis tra 
la fenestro kaj malbenadis la neelpor
teble malrapidan, laŭ ŝia opinio, 
iradon de la vagonaro ・・・・(F. K. 
131/10). ktp.
かくの如き場合においては私の(動作 

を基礎とする)解說は適用の餘地を失ひ、 

D-ro Lippmannの「再歸代名詞は文の主 

語に關係して用ひらる、但しen depen

daj partoj decidas la logika subjekto 
de la dependa parto, ne la gramatika 
subjekto de la dependiga.」の方力; 

pligustaであるかの樣に考へられる〇 

けれどもこの場合にも動作の槪念は私・達 

の論理的思考過程においては當然豫定さ 

れてゐるといふべきであって、私が動作 

を中心として與へた基礎理論はその仁め 

些少の是正をも必要としないのである。

私達は語の形式に拘泥せず、その形式 

に含まるゝ眞の意義を把まねばならぬ。 

再歸代名詞についても同樣である。けれ 

ども、その本質を闡明することを忘れず 

に文を再歸關係の一般的のものとして說 

くことは差支へない。

12. lasiの支配する範圍

ŝi...lasis ilin ludi sur sia granda 
sponga brusto (F. K. 49/20).

tiun, kiu staras tiel modeste en la 
angulo kaj lasas kraĉi sur sin (F. II 
12〇).

tiuj homoj volis ・•・ ne lasi lin kuŝi 
en lia ĉerko …(F・ I 38/16).

」:揭の文例において再歸及び非再歸代 

名詞の用法は一見不合理であるかの樣で 

ある〇私はZamenhofがこの場介!asi 

Tを〜igiと同じ意味に、少くとも同 

じ氣持で使用したのではないかと想像す 

るのである。しかして、この想像は(1) 

igiが本來接尾字であることヽ(2)lasiと 

igiぽ镇似の意味を有する、前者を後呂 

の意に用ふることはgermana idiotismo 
として排斥されてゐるけれども、客觀的 

にはigiの意味にしか取られぬ場合にも 

使用者の主觀にわいては本來の总味に 

lasiを使用したといふこともあ!)得るこ 

とによってますます磯實性を強められ 

る〇 ともあれ Zamenhof がludi, kraĉi, 

kuŝiの支;配を認めすlasiの支配範

擴張し了二ことは事實である。たゝかゝる 

自山がどの程度まで文法上習慣上許され 

るかは甚だむつかしい問題ではあるが。

なほ:Li lasis ilin ludi kun lia 

sceptro (F. I 50/19).の如き疋則的用法 

も發見されることを附記して置く。

前號所載本稿重要訂正

第八項r汎稱代名詞と再歸代名詞人咸dice 
に關する括孤の中の註釋は松葉氏の懇切なる 

御注意により削除する。

E
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再歸代名

先づ二三の辭典に就き再歸代名詞の定 

義を調べて見ると

1・ Kabe: Vortaro:—frazo の主語に 

關係して補語として用ひられる三人稱の 

再歸代名詞(si), siaは卽再歸所有代名 

詞〇

2. Bennemann: Handworterbuch 

Esp.-Deutsch :一同—の章彳り〇主語•其物 

にのみ關係する再歸|じ名詞〇

3. Grosjean-Maupin: Dictionaire 

Complet Esp.-Fr.:一si一二人稱の再歸 

代名詞で,其れが包まれてあるpropozi- 

tioの主語に再歸して,常に直接か或は 

間接の補語であり,性數の總てに用ひら 

れる〇

4. Millidge: The Esp.-Eng. Diction- 

ary:-si,此代名詞が包まれて居りさう 

して常に關係するpropozitioの主語(此 

主語は文面に表はれる場介もあり乂了解 

されたものとして表はれてのない場合も 

ある)の性質に應じてhimself, herself, 
itself, themselves, oneself の:童を 右 

す、乂此を用ふるよりもli, ŝi, ĝi, ili, 
oniの方が意味を解し易くする點に於て 

よリ好い對照を示す樣な場合には用ひな 

いのて"ある卽ちrefleksiva pronomo de 

klarecoである〇

Millidgeは例として

La Ĥino legas siajn skribajn 

signojn en sia dialekto, kaj la aliaj 
popoloj de Azio legas tiujn samajn 

signojn en ilia lingvo.
'(F. K. pĝ. 258)

此例ではiliaは高橋運氏等の御意見

詞の定義
藤田新一郞

ではsiaでなければならないのだが對照 

の妙用上iliaを使ふのであるとMillidge 

は注意してゐる。此Millidgeの一言の 

注意で吾々は常に論理一點張りで再歸代 

名詞の用法を決定することなく場合に應 

じて對照上或は意味の上で他の代名詞に 

置換へ得ることを知る。

更にMillidgeは次の例を擧げてわる。

Lia rifuzo estas preskaŭ rifuzo de 

la celo de. sia vivo. (F. K. pg・103)

此例では高橋氏の論理を用ふればsia 

vivo,のsiaは文初の しia rifuzoの支 

配を受けてゐる様に見えるが之は分解す 

るとー文章ではなく Millidgeは

Lia rifuzo estas preskaŭ rifuzo 

de la celo, ke li rifuzas la celon de 

sia vivo.
の如く分解してゐるのである。卽ち【同 

—文中に再現する」とは文法上のprope- 
zicio = gramatika frazo (Supera 

Kurso, Dr. Dreher; p. 22)として見 

る必要がある。

以上に依り高橋氏の問題としてゐられ 

る再歸代名詞の例を分解して見ると

Ŝi meditas pri la vortoj, (kiuj estis 

parolita) de la patrino de ŝia (sia に 

非ず)lernantino. (Marta 57/17)

Maltrandvila farigis la bela Sara 

pro tiu spasme ŝprucanta gajeco, 

(kiu estis farita) de ŝia (ne sia) edzo. 

或は• •••gajeco, kiun ŝia edzo faris.

Gustavo povis fari sian vojaĝon 

nur per la subteno, (kiun Gustavo 

tp. 93へ續く】
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和文エス譯添削

1)そんな上品な事は彼の耳に 

はらぬ〇
『上品』に對して一番多く用ひられたの 

が eleganta でした〇 次が nobla; deli
kata 等〇どれも『上品な』と云ふ日本 

語に譯せる字です。delikataに就ては, 

本誌二月號56頁右-ドに小坂先上が詳細に 

說明されて居ます〇乞參照。elegantaは 

擧動,作法,態度等優雅に上品に美的で 

ある場介に用ひられる〇 eleganta sin

joro はdandoの意にもなります。此の 

題の『上品な事」Iとは結枷『上胡な言葉』と 

云ふ風に解せられる處から『事』をvortoj 
と譯された方々に敬意を表します。『上 

品な』は此の外にbongusta ; altgust; 
gustplena 等〇 XKZ 君の bontona は 

エス語で『上品な』と譯されて此の題に 

も適當して居ると思ひます。『耳には入 

らぬ』が問題で、li ne komprenasが 

答案中には多かつ仁が餘り平凡です。 

preterpasas preter liaj oreloj は思ひ 

付きです。

Lia orelo estas tro sovaĝa por tiaj 
noblaj vortoj.の樣にtro…porを應用 

され仁のも一览識〇桑林Ikeda, Kacu- 
eda.碧城諸君がsurdaを用ひてゐます〇 

Por io lia orelo estas surda.は本當 

に密ではなく轄も同然と云ふ事。誰か 

mutaとした人がありました。surdulo 

は mutuloかも知れませんが mutaは 

啞です〇 lia orelo estas ŝtopita al io な 

どゝも云へます。R. K.君とT. J.君の 

io estas por li volapukaĵo (ĥina 

scienco)は變り種で，H本語の『チンプ

大橋介二郞

ンカンプンだ』に當!?ます。結極耳には 

入らぬ事となbます。代表作として次の 

文を擧げませう。

Por tiaj bontonaj vortoj lia orelo 

estas surda・

2)おい，兄弟!今夜の晚めし 

の勘定は全部俺が引き受けるせ。

『おい!』は呼び掛けのinterjekcioで， 

答案中一番多數がhej!で次がhola!ど 

ちらも『おい!』.だの『やい!』に當り 

ます〇『兄弟!』はkamarado; frato; 

fratulo ; amiko.など色々ありました〇 

kamarado !などは相當してゐます〇 

kamaradasは「附合って居る』『仲良く 

して居る』。『兄弟』の數は口本文では不 

明です。『勘定』は［費用』の意味でkosto 
が多かった〇 kalkuloは『計算』,『勘定」 

で料理屋で『勘定を持って來い』はDonu 

al mi la kalkulon.『私が勘定を拂ふ」 

をMi kalkulas.では別に支拂ふ意味を 

持・たない〇 pagi (lau) la kalkulo(n)と 

でもせねばなりません。biloも勘定書。 

meti la pagon por io en ies kalkulo 
を用ひた人がありまし・たが,これは「か 

よひで』又は『つけで取る」意となりま 

す〇此の場介のkalkuloはkontoの意 

で帳簿上の勘定。『俺が引き受けるぜ生 

~だぜ。などの樣な表現は旣にhej 
kamarado !の中に含まれて居ます〇『俺 

が引き受けるぜ』と相當大きく出た氣分 

はtuton mi pagos por vi.では稍物足 

りません。答案中の五六がpreni sur 

min la tutan kostonを用ひてゐまし 

た。先づ上々です。P今夜の』はhodiaua 
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vespermanĝoと形容詞にしてもよし或 

は單に『今日』と助辭のまゝにしてもよ 

いでせう。現在食事中だったらtiu ĉi 

vespermanĝoでもよい譯です〇代表作 

は

Hej kamaradoj! Mi prenos sur min 
la tutan koston de F vespermanĝo 

hodia u.

3) もし僕が君だったら,自費で 

出版するんだが。

「自費で』が鳥渡面倒。四五I-枚の答 

案中から目星しいものを列擧して見ます 

と,per, en, ĉe, je mia propra kalkulo ; 

en mia propra elspezo (financo); 

memstare ; el mia propra poŝo ; 等〇 

per, en m p k.は夫々J2段或は範圍を 

示す前置詞を用ひて理窟は立ってゐき 

す〇 乂 kalkuloのかわbにelspezoや 

financoを用ひ仁のもよろしい〇 je mia 

propra k.が一番多く用ひられてゐるし 

X Dro Z.もjeを用ひてゐられる様 

だ。jeを用ひなければenがよいと思 

ひます。perを用ひたければper mia 

propra monoとでもすればよろしい〇 

『僕が君だったら』はse mi estus (sidus) 

sur via lokoが滿點に價します〇そこ 

で作文をするに當って出版物の口的物を 

補って見ると。

Se mi sidus sur via loko, mi ĝin 

eldonus je mia propra kalkulo.

4) 恩に報ゆらに讐を以ってす 

る芒は!

F.SJ は,favoro; bonfaro ; bono ;或 

はkomplezoなども輕い意味の恩に當 

ります〇『報ゆる』はrekompenci; (re> 

pagi; redoni;等〇 kompensi は『補ふ』, 

『辨償する』で應禺の意となり,venĝiは 

rekompenciが善に對して善を報ゆるに 

對し 惡に對し惡を以ってする意を持つ 

てゐ ます〇 rekompenci studenton por 
diligenta lernado.=勤勉なので褒美を 

貰ふ〇 vengi la patron al iu.或人を父 

の〃Lとして討つ。『とは』とは驚き,憤慨 

の表現で『・•••であるとは,實にけしか 

らん』の後の部を言はずに餘韻を殘し仁 

ものですから,そのま\Ke……!でよ 

ろしい〇 卽ち,Kia skandalo ; kia sen

honto, などが匿れてゐると思へばよろ 

しい。答案中の變!)種は、Ho ve! Pafi 

pafarkon kontraŭ favoro! , ve ! は 落 

膽や悲哀の叫だから憤る氣持が出ない。 

pafi pafarkon は pafi sagon 或は ark

pafi とでもしませうか,それにしても 

Ho ve!と次の文とがピッタリー致しな 

い。矢張りKeを冠し主語にoniか何 

かを入れて本動詞を用ひた方がよい様で 

す〇 Ho ve!にかはってFi!でも入れ 

仁らどうでせう〇 Ke diable rekompen

cis por favorinto !これも主語を入れて 

Ke li diable rekompencas sian favo- 

ranton !とでもしませうか〇約半數:以上 

の答案中に見出されたpagi malbonon 

por bonoがどうも一番簡明にして意を 

盡してゐる樣に思はれる。今假，！)に主語 

を二人稱にして作文して見ますと，

Ke vi pagas al mi malbonon por 

bono!

5)今度學會から出版になつ化 

ザメンホフ讀本は推薦の價値があ 

る〇

Z.讀本は Zamenhofa legolibro で 

よろしい。『今度出版になつ仁』は色々に 

書かれてありました〇 !astatempe, nun. 

tempe eldonita; antaŭ nelonge aper- 
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inta; ĵus aperinta,等で，此の中では 

ĵus aperintaなどはよくはまってゐま 

す〇 nove eldonitaが至って少なかった 

のは,どう云ふ譯でせうか。!a nova in
struisto estas bonanima—今度の先生 

はお人好しだ〇 novaが『今度の』に當る 

事があります。『推薦する』はrekomendi 

或はproponi「價値ある』は~ind~の 

接尾字を應用すればよろしt ^rekomen

dita leteroは書留の手紙〇代表作〇

"Zamenhofa legolibro," la nove 

el nonita el la instituto, estas rekomen

dinda.

6）火に手を翳して彼は何にか 

易•唄をうたってゐた。

『廨唄』は口を結むで幕先で,言葉拔き 

に只melodio丈を歌ふ事で,答案の多 

く は,kanti tra la nazo, en la nazo 

女'中にはkanti nazkantonなどがあり 

ました。併しこれは別にさう明瞭に云ふ 

必要はないと思ひます〇 tra la nazoは 

'音葉が鼻にかゝる峙に使はれる。Li

parolas tra la nazo. zumi が多 く 用ひ 

られてゐましたがよい思付きで,zumiは 

I丨を結んで鼻から小さな音を出す或は昆 

蟲などがブーンと出す音。だからzuraj 

kantetonでよいわけです〇『火に手を翳 

li zumadis ian kanteton.

成 績

（95黠以上）Rio Kurosaŭa 君。（90•點 

以h）福地君。（85點以上）淸水,碧城, 

Kacueda君。（80點以上）XYZ,荒れ 

桑村,Ikeda, Jamto,丸山君。（75點以 

上）Imaniŝi, Jamarita,渡一,Haraki, 

Hukaja, Mijoŝi,廉田,人和,Murakami, 

Oka,和田，石,渡邊,宮保,S. N.,高橋, 

瀨頭君。以下不載。

お別れの言葉

注舉短才をも省ず此の欄をお引受けし 

て未だー・年も經たぬ今,漸く熱心なる諸 

君のも名前を覺え初めた今,お別れをせ 

ねばならない事は如何にも殘念な氣がし 

てなりません。供しよりtauga /；,より 

spertaなveteranoが今後諸君の良き 

gvidantoとなられん寥を希望する卩步,心 

からお慶びする事が出來ます。實は小生 

四五月頃より朝鮮へ出掛け,彈丸次第で 

はManĝurioの一角を覗き込み度いと 

思ってゐますので遺憾ながら四月號の添 

削迄にてお別れ致します。金剛山上より 

何にか本誌へ寄稿できにらば嬉しいと思 

ってわ玄す。諸君の不斷の御勉强を祈り 

お別れの辭を終ります。

す』は半數以上がteni を使ってゐるの

に感心しきした〇 Mi metas la manon 
sur la tablonは（ポケットから）手を出 

して机の上へと置く 〇 Mi tenas la 

manon sur la tablo,は机の上に手を 

置いてゐる〇だからteni manojn super 

（antaŭ） la fajro.でよろしい。etendi 

ii Li etendis la manon kaj tenis ĝin 

super la fajro,（答案）。

Fenante la manon super la fajro,

前號重要正誤

頁 欄 行 誤 正

4L -1 fajon fojon

55 左 -8 無い。 無い事がある〇

67 右 19 flanko parto

58 右 1 日出男 日出雄

63 11 Magow Mavow

〃 一7 Mauro Monto

〃 註 一6 星座 星雲

6J 〇 radiala radia

73 右 一13 醫學部 語學部
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質 疑 答
(Lingvaj Respondoj)

K. OssaJca

★Batalo de 1'Vivo, p・ 25 の.sen 

elmeti sin•••は文法上誤謬ならずや〇 

獨佛西語ではs en 4- infinitivoは使用さ 

れぬと思ふがは如イ可。

(諫早山田氏)

匚答〕sen + infinitivoは用ひてならぬ 

と云ふ文法規則はない故『誤』と云ふこ 

とは出來ぬ。然し習慣上不定法の前に用 

ひられるのは por, anstataŭ, antaŭ ol 
の三者(何れもその場合意味に於ては前 

浚詞となふよりむしろ接絡詞)。Z博」:も 

是は意味のI:で次に名詞が匱けぬから動 

詞2定を用ひるので,出來る場合に於て 

は前置詞の後には名詞を置くがよい,例 

へば sen ion diri は sen ia diro, sen 

salutiはsen salutoと］丄派に云へるの 

だから何も不定法を用ひる必耍はないと 

云って居る(リングヴィレスポンドイp. 

65)〇然し特に必耍な場合には使ったと 

て特例ではあるが誤とは云へぬ。Z廨士 

口身にもsen, kromに不定法を用ひた 

實例がある：.

La suno neniam leviĝas sen rigardi 

(=ne rigardante) milojn da sensangaj 
bataloj. (BV, 84)

Ĉu ne ekzistas alia bono por la 

homo krom manĝi (=krom nanĝado) ?
磚語にては前进詞の後に不定法を置く 

ことはないやうです。

★英語g, jは發音上區別なきが如し》且 

つ駕國音標文字にはg. Ĵを個々に區別 

する記號なし;Ĵは音聲學上如何に取 

扱はるべき力、,仪將來英語の如く無差別 

になる傾向なきゃ。(同氏)

〔答Ĵ英語ではgもjもgと發音

し,佛語にてはgもjも)と發音,然 

し一方にはpleasureのsはjと發音 

される。卽ち英語にはĝ, Ĵの區別がな 

いのではなく單にgとjとをĝと發 

音すると云ふだけのこと。將來のことは 

わからぬが現に英語でもĝとjとは嚴 

然昭別(joy=ĝoj, asure=ejĵur)あり, 

艾@とjとは其の發音に於て玄と 

との差異ほどちがふのであるから，ĉと 

ŝとの區別が失はれぬ限!) g, ĵも區別 

は失はれる筈はない。@は〇と同樣舌 

を必ずロ蛊につけ聲が之を突破して出る 

破裂音であり,ĵはŝと同様舌を必ずロ 

蓋から離しその僅なすき間を聲ウ;すりぬ 

けて出る時に發するかすれた,やわらか 

い摩擦音である。兩者の倔别は少しく留 

意して練筲すれば日本人にもたやすく甌 

別して發音が出來るやうになる。萬或標 

音記號は不完全なもので,多くの不都介 

があ3〇 ĝ, Ĵに對し一記號のない事，乂 

Cに對してtsを用ふるが如き是である。 

例へばシベリヤのIrkutskはIrkut-sk 

(イルク—トスク)でIrkuc・k (イルクー 

ック)に非ず〇 Esp.でVet品koはveĉako 

と(よ發音されず,haltsigno halcigno
に非ず。萬國標音記號の大なるぬかりを 

知るべし。

★次の斜惴の譯を。(Sentaŭgulo生)

a) La ĉi-supraj diroj, kiujn pro 

manko da loko ni ne povas plilongigi 

…(Sennaciulo,1 Jan): b) Iom post 
iom la nombro da socialistoj pligrand

iĝas (同誌)；c) Precipe la falo de la 

【p. 93へ績く］
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Organizo de Bahaa Socio
J£sperantoHngva aldono al la disertacio prezenlita de S-ro S. A ibara 

fvidu nian lastan n-ron) por sia diplomo ĉe Keio Universitato, 1925.

Lau Bah^u^Iah kaj AbdulEaha, 

•estonta socia ordo de la mondo 

bahaista konsistas el Loka Domo de 

la Justeco, Nacia Domo de la Justeco 

kaj Internacia Domo de la Justeco.

Loka Domo de la Justeco sin trovas 

■en urbego; kaj urboj, urbetoj kaj 

vilaĝoj ĉirkaŭ la urbego devas esti 

sub la kontorolo de Loka Domo de 

la Justeco. Urbanoj elektas komitata- 

nojn aŭ reprezentantojn, kaj ĉi tiuj 

ordonas aŭ elektas administrantojn 

de la Loka Domo. Abdu^-Baha ne 

ordonas nek elektas ilin.

Nacia Domo de la Justeco estas de 

la Internacia Domo de la Justeco. 

Delegitoj de Lokaj Domoj el ĉiuj 

partoj de la lando kunvenas kaj 

elektas per baloto la administrantojn 

el si mem aŭ el aliaj personoj. Tiu 

ĉi Domo havas rajto n doni leĝ on kaj 

rilatas kun naciaj aferoj.

Intemacia Domo de la Justeco estas 

starigata unu jaron post la ekstarigo 

<le la Nacia Domo. Delegitoj de V 

Naciaj Domoj en la mondo kunvenas 

kaj voĉdonas administrantoj n kaj 

sidlokon de la Internacia Domo. Tiu 
Zi Domo funkcias tiel same kiel la 

Ligo de Nacioj, nun ekzistanta en 
Ĝenevo, Svislando, kaj ĝi laboras por 

la Internacia Tribunalo, kiun Baha*- 

u^lah priparolis en siaj verkoj.

Abdu^-Baha diris, ke la solvo de 

la ekonomia problemo devas ek- 

komenciĝi je kamparanoj, ĉar klaso 

de farmistaro kaj kamparanaro havas 

pli gravan laboron ol ĉiu alia klaso. 

Nova sociordo devas ekesti sur la 

klaso. Jen, la solvo komenciĝos de 

vilaĝoj. Kiam ĉiuj vilaĝoj estas 

rekonstruitaj, tiam urboj komeniĝos 

rekonstrui. En ĉiuj vilaĝoj, oni 

fondas 〇 provizejon" aŭ religie no

matan Domo de Financo. -

Administrado de la Domo de 

Financo, kiu estas fondita en ĉiu 

vilaĝo, estas sub Ja gvido de ko

mitato, kiu konsistas el elektitoj de 

la vilaĝo. Per konsento de Ia komi

tato, oni aranĝas ĉiujn aferojn de la 

vilaĝ 〇.

La Domo de Financo havas sep 

enspezojn, kiuj estas jenaj:

le Pergarda depago por individua en

spezo,

2C Imposto por posedataj dombestoj, 

3e Propraĵo de mortinto sen gefiloj, 

4e Enspezo el minejo, 

5e Trezoroj karitaj,

6e Trezoroj trovitaj,

7e Memvolantu monofero,

kaj la Domo havas sep elspezojn, 

kiuj estas jene:

le Mondonaco al registaro,

2€ Elspezo por malriĉuloj,
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Elspezo por malsanuloj kaj kripluloj,

4。 >> n OT站
5® ,,lernejoj,

6e ,,surduloj kaj mutuloj,

6。 ” ĝenerala aranĝo por sano.

Tiel al vilaĝo mankas nenio.

Vilaĝanoj suferas neniel. Ili ne mal

ŝatas, ili ne plendas plu mankadon 

de vestaĵoj. Ciuj popoloj nun jam 

povas vivi, vivadi kaj gni vivon en 

la plej alta plezureco, gajeco kaj 

trankileco. Oni povas trovi sur la 

tero vivĝojigan paradizon, plenan je 

amo kaj paco.

Se iom da monsumo restus post 

tiuj ĉi sep elspezoj, ĝi apartenas al 

la Loka Domo de la Justeco, kiu 

troviĝas en la proksima urbeco.

【P・87よリ續く】 

ricevis) de sia (ne lia) riĉa amiko.
Ŝi vivis el la ŝteladoj, (kiu estis 

farita) de ŝia (ne sia) fianĉo.

然し後の二例はD-ro Lippmannも 

Tio tre simpligus la aferon とぷって 

lia riĉa amiko, ŝia fianĉo も差支ない 

らしい書振?)ですし

Si meditas pri siaj lernantinaj pat
rinaj vortoj ・

Maltrankvila farigis la bela Sara 

pro sia edza spasme ŝprucanta gajeco. 
と英語流に所有格を以て一文に直してし 

まへば高橋氏の云はれる様にsiaとして 

も構はぬ樣に思はれる。

若し私に再歸代名詞の定義をなふ事を 

許されるならば次の如く云ひたい:

『再歸代名詞は同・- 〇 gramatika 

frazo內に於てのみ補語・として用ひら 

る。但し意味の上或ぽ對照I:に於て不明

Mi opinias, ke tiu ĉi organizo de 

la estonta Bahaa socio estas tre 

interesa, rilate al ĝia internaciismo,, 

kiun Bahaismo alte tenadas per la 

fama vorto de Baha'u'llah: u Gloro 

ne estu al tiu, kiu amas sian propran 

landon, sed gloro estu al tiu, kiu 

amas la tutan mone!oni Kvankam 
la nuna mondo estas internaciisma, 

sed, tamen, ĝin pli forte regadas 

naciismo, kiu malhelpas tujan efek

tiviĝon de la inter naciisma Bahaa 

socia organizo. Post longa atendado,, 

post obstinaj bataloj, niaj nepoj povos 

rikolti la longe sopiritan mondon 

internaciisman, ec kosmopolitan, kies 

sociorganizon antaudiris niaj Bahaĵ- 

u^lah kaj AbduH-Baha.

瞭なるときは他の代名詞を以て之に換へ 

ら事を得』。文法は文法(論理)の爲めの 

文法ではなく 々の卽ちEsperantujo 
の理想的生活に卽して綜合され成長して 

行くであらう。

[p. 9!より續く】

valuto kaj la pliiĝanta mizero ĵetis 

nigrajn ombrojn ankaŭ maltrans la 

limojn de nia verda regno (Heroldo* 
10 Jan.)

〔答]a及bは何れもmanko de 

loko;la nombro de socialistoj の誤〇 

かゝる場金にはdaは用ひてはならぬ。

trans la limojnは『國境を越えて」,然

るに『綠の阈』卽ちエスベラント國內へ 

は『國境を越え』はおかしい故わさ'とふ 

ざけてmaltransを用ひたもの。普通な

ら transe en nian regnon 又は trans 

la limojn de nia regnoとなふ/€き處〇・
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日本Esp.運動の現狀についての觀察

その2 :文章

飜譚の場合わ來月に書くことにして, 

主として原作（文藝,科學・…）の文船 

について述べる〇

192!年の春東京での乙忌の席匕千布 

利雄氏のEsp.での講演があった。氏わ 

用意してこられた原稿を朗讀せられたの 

であったが，始まる直前まで，會場の眞 

中で一生懸命に原稿をだまって讀みつ、 

・訂Iド・の筆をとられていたのを,いまでも 

はっきり私わ覺えている。そんな現場を 

見たせいが加っているからかもしれない 

が千布さんの文章わ瞬いて磨いて結局角 

がとれ・たように思われる,するするした 

調了・をもっている。このよう;:するする 

し仁文章わ日本人にわちよつとめずらし 

い。しかしあま!）するすらさすことにっ 

とめられるからか、なんだかカ强いふん 

ばりがときとして缺けているようにも感 

じられる。

小坂さんわ原稿紙を机の上に雄いて, 

ペンを握ったまま，じっとしばらく考え 

ておられるー——そしてすうっと書いてし 

まわれる。一段それが書き終るときたじ 

っと考える——そしてまたすうっと書 

く。こうして全部ができあがる。できあ 

がると大きな訂正わほとんどされない。 

氏の文章わ文法的にわももろん完全であ 

る〇けれども文章全體のritmoが落ち 

つかないことが往々ある。意味上重人な 

箇祈とそれほどでもない箇所（と我々に 

思われる）に對するなのおのの表現が， 

かならす・しも合理的に調和されていな 

い。冷解と緻密な頭腦で鐵道技師をつと 

めていられるが,他方燃ゆるがごとき戀 

愛詩をつくつ仁こともある人である。こ 

の二朮をもって氏の文章の性質の原因の 

うちのものとすることわできないであろ 

うか?

以上口本の二人家の文章を無遠慮に惡

IIをいっだ。要するに,私の意見によれ 

ば,現在日本にわまるほど普通意味を通 

じさすそして文法上に重人な誤りのない 

文章を書く人わざらにある,けれども文 

章家として世界にはこれるような人わ

入もないと思う。Privatの文を見よ! 

不注意からか，怠慢からか,彼わよく動 

詞の他動,门動を誤る。しかし彼の文章 

わ生きている。元氣な文體をもってい 

る〇 Teo Jungの文を見よ!すうっと 

讀んでいつ'ただけでわ,べつになんとも 

感じないがこのなんとも感じささない黠 

が彼のうまさである。新聞的にむだのな 

い,平らかでやさしい文章である。以上 

二人わかbに例としてあげ仁のである 

が彼'まわそのおのものの特徵のある彼等 

自身の文愷をもって,lingvo Esperanto 

のevoluoに積極的に參加している。.こ 

のような人わ日本にわ殘念ながら一人も 

ない。H本から,束洋から，世界を動か 

す人のないことね,□本,東洋にとって 

のみならず,世界全體にとって悲しいこ 

とである。しからば,この原因わ?この 

對荣わ?
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H本エス運動の一問題
(Unu problemo en la esperanta movado en Japanujo)

川俣浩太郎

世界の政治、經濟の阈際化は歴史の必 

然であり從ってその上に聳立する諸槪念 

形態の阈際化も亦世界史的必然の運命を 

擔ふ。この必然的文化の國際化の形式的 

擔荷者として新にヽポーランドが生んだ 

平和の使徒エスペラントは過去の自己を 

止揚して歴史的必然の產物にまで高めら 

れる。感情的不死鳥の理知的新生。エス 

ペラントの必然的使命は世界文化の偉逹 

手段として世界の文化を股も理想的、經 

濟的に結合し之を配分し共有化し、かく 

て眞に國際化し民衆化する事にある。こ 

の卒觀的必然の力向が與へられてゐる時 

【]本のエスペランチストの一つの信念的 

實踐は如何なる認識の上に出發すべき 

か。吾々は先づ（1）H本の固有の言語 

構造がエスペラントと・く異なる構造に 

あること、從ってこの事は外阈語に規し 

みなき者にとっては人（知識階級）が云ふ 

程;こ學修が容易ではないことを知る。 

次に（2）日本現下の勞働條件下に於て 

一般動勞陪級は客觀的に語學學修の餘裕 

少なきこと、從ってエスペラントが冃ざ 

す眞の目標卽民衆化の働きかけは、直接 

的には勞多くして効餘りに期も¥し得ざる 

ことを知る。（3）かくて吾々は玆に比較 

的に經濟的にも時間的にも餘裕ある所の 

知識皓級の使命を見る。然し現下の知識 

陪級:文外國語學修のために思索するゆと 

りもなくその靑年期の貴重なエネルギイ 

の人半を消費してゐる。而かも彼爭の目 

的はその規範的意義に於て語學を介して 

知識を滾得することである。彼等は語舉 

の手段性を自覺しながら手段を口的にま 

で設定せぎるを得ざる現實の壓力下に惱 

む。私は弦に一つの耍求と一つの言ひ譯 

けとが不徹底な姿に於て相尅するのを見 

る。何等かの、學修容易な、而かもたヾ 

一つで問に介ふ言語の切なる出現の要求 

と、未だ文獻内容なき（然しその可能性 

霜かな而かも上の要求を滿すべき所の） 

エスペラントを省み得ないと云ふ現實の 

姿に於て。然しこのパラドクソは私觀 

的には彼が進んでエスペラントをかく育 

てる爲に努力することによって、然し客 

觀的にはエスペラント文獻の充實化によ 

って次第に解決される。然し勿論文獻の 

充實が最終の冃的ではなくしてこの文獻 

が一般民眾によって自由に利用され、乂 

一•般民衆の間から發瀬たるエスペラント 

文獻が生れ出づる日こそ期して待つべき 

である。だが然し現段階に於いて眞にH 
木のエスペラント運動が踏むべき「すぐ 

次の一步」こそ知識階級一般の啓蒙とそ 

の獲得とである。而して之が爲には現在 

のエスペランチストの文獻充實への努力 

あるのみ。而かも之はエスペラントの帖 

界史的必然の力向に他ならぬ。かくて自 

然科學、社會科・舉、哲學ヽ宗敎、文藝等 

等に亘って古典及び價値ある新述作の工 

スペラント化の充實、及び直接にエスペ 

ラントによるすぐれた述作の發表がなさ 

れねばならぬ。例へばその飜譯（特にH 

本譯）の诫も困難とせらる、Hegel哲 

學の全體系が立派にエスペラント席畢され 

たなら單にそれ丈でもどれ程世の力强き 

インテリゲンチャを惹きつけるであら 

[p.100 へ績 く ]
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統計的に見た世界Esp.運動の現狀
Statistiki Rigardo al nuna Fsperaiito-]\[ovado

1.まえがき:

エスペラントがザメンホフに依って發表さ 

れてから45年の年月が過ぎ去ろうとしてい 

るcその間先專者の努力と忍耐とによって工 

スペラント運動わ進展し眾早や如何なる權力 

もこれを動かすことの出來ない樣な大きい社 

會的勢力を持つに至った。我々わこれを益々 

擴大し最後の目的に達する様努力しなければ 

ならないのであるが.今後如何なる方面に最 

も我々の力を集中すべきかを考え、計畫を立 

て、その計畫の下に組織的な宣傳普及の步を 

淮めて行くことが必耍である。

將來の計畫を立てる際過去の逛動の歷史や 

經驗が最も尊い資料であることわ云うまでも 

ない。乂この際確かな計畫の基礎を與えてく 

れるものわ實に統計である。嘗って1928年 

Leipzig の Esperanto-Instituto por la Ger

mana Regno （國立）のDirektoroである 

D-ro DiettcrleがI. C. K.の事業の一つとし 

・てエスペラント運動に關する世界的な統計調 

査を試みた事があるが.于分な報吿が集らな 

いため完全な統計わとれなかった。然し世界 

の7000の市町村から報吿が集り、少くとも 

エスペラント運動の一班を示すに足る指數を 

與えることに成功した〇 --- Dietterle, Tut"

monda Statistiko Esperantista, Esperanto N・ 

ro 7-8, 1928, p.137.

私わ世界各國のエスペラント運動の現狀を 

示す指數の一つとしてエスペラント阈際團総 
の!930年の會員を各阈別に加え合せて統計 

を作って見た。こういう國際的團體としてわ 

坯門的なものでわなく、一般人向きであるこ 

とを條件として UEA （Universala Esperanto- 

Asocio）, SAT （Sennacieca Asocio Tutmonda）, 

Heroldo de Esperanto の三つを選んだ 〇 UEA 

は中立の械!際的團體として多くのesperantisto 

の支持する所。この數字わ1913年4 J!末の 

會員數を示す（1931年の會費を拂わない會員 

をも含む）--- Oficiala Bulteno de UEA, No

阻】931.SATわ左翼國際團體で多くの 

laborista esperantisto の支持する所ゝ 數与:は 

1930年7 ）］10 FIの會員數で19：;〇年り會費 

を拂わない會員わ含まれてゐない。——Pro

tokolaro de Xa Kongre.o de SAT, Londono 

1930, p.19. UEAの場台と數へ方が違うが

桑总利秀

資料にそうなっているので、そのまゝを採る。 

Jferodo de Esperanto わ UEA, SAT とわ潼 

って會員組織の砌體でわなく中立の適刊新聞 

であるが、購讀者わ少ないに拘らずUEAの 

"Espereto''より以上の勢力を持ってゐる有 

ヵな言論機關であるから採る。數字は1931年 

5丿J 中句の讀者數〇 --- Heroldo de peranto

N-ro 25,1931, p.1.他に國際的團體にわ最 

近 SATから分裂した反對派の・< Internaci

isto nの會貝もあるが、上に採用したSATの 

統計は分熨以前のものであるから.これわ加 
えな力》った〇 X u Literatura Mondo nの讀 

者を數えなかったのわ.異論もあるであろう 
がliteraturamantoj の faka societo と考えた 

からである。

以上三つの團體の會員數を國別に加え合せ 

これを數の大きい國から順々に第20番目ま 

で書拔いて作ったのが第1表であるc表の第 

5行目はその國の人口を」・・の國際團體命员數 

の和で割ったものC千位以下4捨5入）で・ 

括弧の中わこの數値によって表にある國だけ 

に就いて付けた順位。人I」わ內閣統計局「列 

國國勢要覽、昭和六年，こよる。第6行目わ旣 
に述べたDietterleの調査からanoj de grupoj 

とizolitaj esperantistojとの數を加えて私が 

計算して出したエスペランチストの數〇括弧 

の中わ順番。第7行目は188；-1928年の間に 

出版されたエスペラントの學習及び宣傅用書 

の國諮別の數C括弧の中わやはり順番）cこの 
數がエスペラント文献の全數の40—50%に 

過ぎないのわ注意に値する。--- Stojan, Bi

bliografio de Internacia Lingvo） p・ X

は Drezen, Analiza Historio de E<iM?ranto- 

Afovado, p. 91.（Drezenにわ間違いがある〇 

Stojanの方が正しい。;）表の中で著書の數の 

出てゐない國わ著書が無いのでわなくして・ 

その阈の阈語が他の國と同じために他の阈の 

部に數え込まれてゐるのである。例へばアメ 

リカはイギリスに、オーストリヤわドイツに 

スイスはドイツ、フランス、イタリ—に敷ん 

込まれてゐるのである。
第2表わ第1表とやはり同じ方針で作った 

各大陸別の統計表である。

2エスペラント運動の現狀:
第1表の統計わ阈際的團體のある國でわ會
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Laŭlanda Statistiko pri Esperanto-Movado.

t第 一. 表

loĝantaro

I lando Heroldo S.A.T. U.E.A. sumo sumo de membroj esperantistoj verkoj

1 Germanujo ・• …•845 1,473 1,362 3,680 17,000 (5) 30,758 (1) 306 (1)

2. Ct^ĥoslovakuj〇 188 147 1,308 1,643 9,000 (2) 9,907 (2) 46(11)

3. Sovetujo..... •…S4 1,328 22 1,434 103,000(17) 5,726 (7) 132 ()

4. Anglujo ..... •-242 227 702 1,171 39,000 (9) 7,855 (3) 121(4)

5. Francujo..... ••••100 330 617 1,047 91,000(16) 5,238 (9) 245. (2)

6. Holando..... …•155 147 508 810 70,00：?(15) 6,649 (6) 66 (7)

7. Svcdujo ..... —.251 211 292 754 8,000 (]) 1,436(19) 54(10)

8. Usono........ ..95 83 507 685 150,000(19) 4,845(10)

9. Aŭstrujo ..... —106 199 316 621 11,000 ⑷ 7,676 (4)

10. Bolujo........ …•130 62 390 582 52,000(12) 4,790(11) 58 (8)

11.Hispanujo •• •…48 154 279 4 n 46,000(11) 3,591(12) 101(5)

12. Japanujo..... —163 58 238 459 197,000(20) 6,903 (5) 32(14)

13. Belgujo ..... ....29 97 315 441 33,000 (8) 3,359(13)

14. Svisujo........ ―61 58 249 363 10,000 (3) J,821(17)

15. Italujo........ —49 2 300 351 114,000(18) 5,341(8) 85 (6)

16. Bumanujo ••—25 16 224 265 68,000(13) 1,912(16) 13(18)

17. Bulgarujo •• •…43 43 178 264 22,000 (7) 1,741(18) 35(13)

18. Ilungarujo … …39 44 134 217 39,000(10). 3,051(14) 36(12)

19. Jugoslavujo ••• 53 13 128 209 64,000(14) 1,994(15)

2〇. Finnlando • • ….32 44 104 180 20,000 (6) 825(20) 21(15).

entute

第 二 表

loĝantaro

II kontinento Heroldo S.A.T. U.E.A. sumo sumo de membroj esperantistoj

1. Eŭropo ........ .2,747 4,767 7,896 15,410 29,000 (1) 108,884

2. Nord-Ameriko 106 83 566 760 189,000 (3) 5,244

3. Azio............... •189 64 238 491 2,054,000 (6) 7,832

4. Sud-Ameriko •- • 24 23 133 185 350,000 (4) 2.085

5. Aŭstralio........ ・ 16 13 151 180 52,000 (2) 1,413

6. Afriko............ • 1 36 78 95 1,388,000 (5) 306

3,083 も976 9,062 17,121 126,575
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員が多くなる傾向があり、同じ國でも熱心な 

勸誘家や有力な國民團舲(例へば工に】"の 

紹介があると忽ち會員が增すことを考えると 
勿諭すぐエスペラント運動を正確に反映して 

ゐると見ることわ出來ない,が然しながらĤ 

ス还動の大體の現狀わこの統計にも現われて 

ゐると考えても差支えなかろうr 一人のes・ 

psrnntĴstoが上の一つ以上の團罰に加入して 

ゐる場合も考えられるが、そういう熱心家の 

多い阈のエス運動わ又それだけ盛んだと見て 

よいから一向差支えないC

第1表からすぐわかる通りドイツのエスペ 

ラント運動わ最も盛んであるつireroldoの發 

行所がケルンにあり.SATの出版部がライプ 

チッヒにあることが會員數の多い有力な原因 

の一つに逹い無いが、他國と桁違いに大きい 

會員數とエスペラ ンチストの數わよくドイツ 

の现花のエスペラント運動の活潑さを物語っ 

てゐる。SATとUEAとの會員數を較べて 

見るとこの國の hiborista esp-movado がな 

かなかカ强いものがあることが窺われる〇工 

スペラント學習宣傳用書でドイツ語で書かれ 

たものわ世界で一番多く ■實に世界の2〇 % 

近くがドイツ語で出版されてゐる事も知られ 
る〇このドイツに屬するNŭrnbergに於て 

18S8年——エスペラント發表後一年の後に 

——旣に世界最初のエスペラント會がし. 

E nstein !こよリ組織され.世界最初のエスペ 

ラント雜誌Lti Esperantistoが發行され、當 

畤の運動の中心となったのであった。エスペ 
ラントはその出產に當ってドイツの助力を受 

ける所が多かったが.旣に成年した現在又未 

來に於てもドイツに負う所が多いのである〇

次に一寸意外に感ぜられるのわ阈際團體會 
員數第2位のチエツコスロバキャである。工 

スベランチストの數もドイツに次いで世界第 

2であり・人口:國際的團體會員總數(今後 

簡單のため會員密度と呼ぶ)も第2位で・人 

ロの比較的少いスウェーデンを除外するとこ 

の會員密度は世界一に高いことになる。然る 

に國際聯盟毎務局報吿「阈^語エスペラント」 

にもこの國のエスペラントの普及振が書き立 

てられてわゐるが、チェツコスロパキャの工 

ス運動が世界エス運動に亜大な役割を演じて 

ゐないのわ、或わ國力國民性等の然からしむ 

る所かも知れないが.殘念な事である。esp- 

istoの數はドイツの半分に足りないが.UEA 

の會員わ殆んどドイツと同數であることは注 

目に価する。(SATは此較にならぬ程少い 

が。;著作刀數はe.^p-istoの割合に少く、しか

もその殆んど全部がチェツコ語でslovaka 

lingvoのものわ1928年迄一册しか發行され 

てゐないのわこの國のesp-istoの性質を物語 

るものであろう。

第3位のロシャわ過去に於てエス運動を支 

持する大きな柱の一つであったが、未來に於 

ても亦そうであろう。SATが巫倒的に多く 

UEAは影を潜めてゐるのわその阈情の然か 

らしむる所であるc ii近はこのSAT會員の 

100%が反對派に加りSATから分裂した。 
ザメンホフが眾初にエスペラントを發表した 

のがロシャ文でありヽ1889年ザメンホフの出 

した世界エスペランチスト名簿第一輯の中で 
わ.ロシャ(921)ドイツ(次〇オーストリハ 

ンガリ-C21)イギリスC9)フラ:/ス3)…… 

等であって、ロシャが斷然他を拔いてゐるの 
わ エスペラントの乳母はrusa esp-istoである 

事實とよく 一致する。--- Mobusz, Dokumen

toj de Esperanto, p. 33. 今でもロシャの工 

ス運勤わ SE U (Sovetrespublikara Esperan

tista Unio)を中心に組織的な運動をなし多く 

のet-p-istoの注目の的となってゐる〇

次わ英語の本國イギリスのエス運動の扌旨數 

である〇 esi -istoの數わ第・位、會員密度わ第 

9位、圖書數わ第4位。一般のneesperantisto 

が意外に感ずる位この英語の本家でわエス運 

動が盛んで、前のチェツコ、ロシャ.次のフ 

ランス僚と共に優勢なエスペラント國の一つ 

である。
フランスわesp-istoの數第8位ヽ仰員密度 

第16位であって、イギリスよりわ幾分ド火 

の樣に見えるが.圖書數がドイツに次いで第 

2位にある茅わ流石エスペラント運動史上に 

フランス時代なるものを制しただけあり、現 

在でも1SAE (lnternacia Scienca Asocio Esp

ista) や I LEPTO (Internacia Ligo de Esp

ista Post- k Telegraf-OGcistaro;等の有力なみ 

門的團體の本部のあるめわフランスである。 

Lingva Komitatoの中心もこゝにあった。

一寸而口いのわ第7位のスウェーデンが密 

度の上でわ第1位を占めてゐる事である。然 

しこれは決してスウェーデンのエス運動が密 

度わ第5位であるドイツのエス運動より盛ん 

であることを意味してわゐない。社會的勢力 

から考えるとやはり絕對數に於てドイツの° 

%のesp-istoしか有してゐないスウエーデン 

わドイツと較べ物にわならない。然しこの國 

わオランダ、オーストリー、ポーランド等と 

共に最近活氣付いた新興エスペラント國わー 

っである。
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第3位のアメリカはエスペランチスト數第 

9位でわあるが密度第19位で國土が廣いか 

らヨーロツバ諸國に比べて決してエスペラン 

卜が普及してゐる國とわ言えないだろうc世 

界の將來を決定する國の一つとしてこの國の 

エス運動わ大に拍車をかける必要があろう。

我が日本のエスペランチストの數わ第3位 

であるが、會員密度わ表中最低で第20位卽 

ち人數の多い割合に國際團體に加入する人が 

少ない爭を示している。又この少ない國際團 

體加入者が活礙しない爭わ世界無比でおろ 
う。例へばISAEに加入してゐる口本の會 

員はイギリスに次いで多いが積帧的な國際的 

活動わ”本人會員の側からわ殆んどなされて 

.ゐない。これわ日本人の退嬰的國民性に原因 

するのでわあろうが、今後H本のesp-istoわ 

•阈內に計り力を注がずに今少し國際的に活躍 

する必要があるだろうc殊に第Z表の示す通 

リ世界人口の56%を容してゐるアジア.大陸 

わ6大陸の中最も會□密度の小さい大陸であ 

る。このエスペラント述動に關してわ殆んど 

處女地と云ってよいアジア大陸を控え・アジ 

アカ會貝數の95%を占めてゐるH本のesp- 

isto が今少し國際的に活谡に宣傅し.世界の 

エスペラント化に最も强力な地盤を與え決定 

的の勝利えと導くべきアジアの綠化に努力し 

なければ誰が一・體これを成し遂げるであろう 

アジアの綠化——これこそ日本efp-istoに與 

えられた使命であろう〇

又第2表Fこ見られる通り世界esp-istoの8U 

~90%わヨーロッパ大陸に住んでゐて、エス 

ペラントわ國際語とわ云うものの名ばかりで 

買わ昭んどヨ-ロッパ語に等しい狀態にあ 

る。エスペラントをして眞に國際語たらしめ 

る爲にわ更に更にアジア大陸にesp.を普及 

しなければならない。この點からもH本&p・ 

istoの使命わ亟1大である。我々わ歷史が若く 

人數も少いに拘らず旣に活潑な國際的活動を 

見せてゐる支那esp-istoに大いに學び.組織 

的な國際運動に積極的に參加しなければなら 

ない。 .

3.エスペランチストの總數:

ー舲世界中にCJ=p-istoが何人位あるだろ 

う?ーーこういう疑問わ誰でもよく抱き乂質 

間されるのであるが.なかなか正確にわ答え 

られない問題であるc第一 esp-istnという屮 

にどういう人を數えるべきかと云う問題で先 

づ困る。初等講習會に一度出たと云う人まで 

も€sp-istoと見做すか.或は相當話せる人で 

なければ数えないかと言う様な數えカの迩い 

でe p-istoの數わ多くもなり少くもなる〇蘭 

に述べたDietterleの調査でわこの

の定義が明かでわないが、その糸占果をJ!ると 
仝世界のエスペランチストの總數わ約萬 

人。案外少ない樣だが、これわ'胡時存在の知 

れてゐたエス會の唯:3分の2からしか囘答を 

得ることが出來なかったという一事を以って 

しても想像川來る程、世界各地のesp-istoの 

協働が十分でなかったため非當に小さい數に 

なったのである。エス會のない土地のizolitrj 

esp・islojの調査わ更に更に困難で大部分調べ 

もれになってしまった事だろう。こういう開 

ペもれを考えに入れて、小坂氏は全世界エス 

ペランチストの數は大體D,の統計の倍と見 

て三十萬人と推定した。（桑原えの私信つ

私が次の樣な力法で上の統計から計算して 

出した數も大體Dietterk~/J、坂 の推定とー 

致してゐる。卽ち.Dietterleに依ると日本 

esp-istoの數は6903人（1928年:）〇この屮 

から阈際的阿體に加入したもの4 9人。大體 

世界各械!でも加入する割合がこの位だとする 

と（實際わさうでなく.もっと丁寧な平均の 

削合を出さねばならないが）、世界の國際團 
曲會員數1,71.1人から計算に依って全世界 

esp・istoの總數25,7000人という大約の數を 

得る〇

結局仝世界esp-istoの數わ三十万人位だろ 

うg阈にすればルクセンブルグの人口。フラ 

ンス、イタリー等の人口の大約百分の一とい 

う位の見當だろう。

4-あとがき;

上に私が作った統計わ或る一年に就いてだ 

けでちるが、これを每年とって年と共に消長 

する冇樣を見ると各國のエス運動の傾向や盛 

衰が窺われて面白かろうと思われる。乂上の 

樣に限られた國際的團體だけでなく、專門的 

なものも含めて總ての國際團眇更に進んでわ 

各國のけp.画骰の角貝數に就いて統計を取る 

と完全なものが出來るだろう。乂各エス書籍 

出版所の賣れた本を調べ辭書獨習書等に分類 

して統計を取るのも一つの方法であろうが. 

皆資料と時間がないので他IJに讓るc '誠者の 

この統計に就いての感想や其他御意見をどし 

どし私まで御知らせ下さる樣お願いします。

終りにこの統計の面倒な計算をやって下さ 

った村上氏.色々助言をして下さった金子、 

小枚、小此木の諸氏に厚く御禮を巾します。
C1932,1,30）
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★獨修エスペラント,文法と會話，岡本 

好次,板橋鴻共著;岡崎書店發行,1931; 

13x18.5 cm., p. 208, tole bind;定價 

!圓,郵稅6錢;學會に在庫あり。

先づ二十三課に分って懇切に文法を說 

明し,次にH當會話二十五課,諺の解說 

一課を設けて練習せしむる仕^11みで,就 

中會話を主たる材料としたことは類書中 

の異色と云ふべく,本書によって學習す 

るものは自然と實用的のEsp.を體毎す 

ることを得べし,從って全くの初學若の

【P・95より續く】

う。そして仪この一事はどれ程エスペラ 

ントの確固不拔さを增し、力强さを與へ 

るであらう。くだらぬ小說の原作より世 

界的古典の飜譯はより尊い。・文藝のみで 

なく科學の飜譯述作が欲しい。現在の工 

スペランチストは根强く立ち上ってこの 

カ面に總動員を行ひエスペラントを知ら 

ぬ或は無關心な否之を輕視する人逹を啓 

蒙すべき時にある。

勿論この運動はH本に於てのみ騷いで 

も仕方がない。吾々は世界のエスペラン 

チストをこの總動員に參加せしめ世界の 

全知識階級を先づエスペランチストたら 

しめねばならない外阈。のエスペラント 

繇誌かb卓越せる論「文を貰ひ、日本の工 

スペラント雜誌は日本人の述作飜譯を送 

る。外國のエスペラント界にはその或の 

古典の飜譯を希望しH本のエスペラント 

界も人を求めて我國の持つ大文獻の飜澤 

みならす.旣習餐にとっても最もよき會 

話練習用書たるを失はぬ。著者の岡本氏 

は我が舉會の亜旗であり,板橋醫學博士 

は嘗て詩集Bukedoの譯談を著して令 

名あり,まことに此の著者にして此の答 

書ありと云ふべきである。

★エスペラント四週間,小野田幸雄著;k 
學書林發行,1931;13x19 cm., p. 278, 
tole bind ;定價1圓50錢,郵稅8錢;學 

會に在嵐あ!）。 , 1い縮

著者は本誌の海外報道と初等讃物の筆 

祥,讀者も旣に御存知の通り數學家たる 

氏一流の整然たる系統的な講義振りは 

Esp.の論理性とビッたり合致して諛む 

者をして胸の吝く思ひをさせられる。け 

だし先人の未だ試みなかった方式の獨習 

書と云ふべし。全篇・二十八H分に分っ 

て四週間で習得し得る仕組でおる。初學 

者にとってよき獨習書たるぽ勿論、講習 

指導者にもよい參考書である：

をやる。これに關心を持ち乂その能力あ 

る者は、今のところ現在のエスペランチ 

フ、卜を措いてない「世界歴史の發战は 

!自由の意識に於ける進步である。」吾々 

は歴史の必然性の認識を俟って始めて口 

由な實踐の可能性を見出す。要之か\る 

運動は必然に一つの若くは若干の組織に 

まで結成されねばならぬ。（その出發に 

於ては個別的にしろ）かくてこそ日本工 

スペラント運動:よそれが眞に生きる道を 

進むのだ。然し之がなされる爲には立派 

な語學的研究——立派な辭典（吾々は辭 

典の小さいことを誇ってはならぬ。）立派 

な文法硏究等々ーーが同時になされねぱ 

ならぬ。かくてエスペラント運動の當而 

の仕事としてエスペランチストの精緻ね 

る語學的硏鎖とその基礎の上に立つエス 

ペラント文獻の豊饒化とが拈据爲さるべ 

きではなからう力、。

（Jan.16.19,32）
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DEZERTO
--- S. Koga----

Trad. Ŝ. Minami

Tio okazis en la fino de Aprilo. Tuj kiam ni finis la geedziĝan cere

monion antaŭ la granda sanktejo, ni komencis malbenitan geedziĝan voj a gon •

La geedziĝo en la homa vivo estas sankta kaj tio devas esti benata.

Fanien mi uzis Ia vorton — malbenita, ĉar vere nia geedziĝa vojaĝo

devis esti nomata per tia abomeninda vorto.

Kiam mi audis de la peranto pri Itoko, kiu estas mia nuna edzino, mi
tute ne inklinis edziĝi kun ŝi. Ŝi estis unusola filino de iu riĉulo. Ŝi estis

klasika belulino kaj ŝi ŝajnis tre saĝa. Mi ne inklinis al la afero, ĉar la 

fakto, ke ŝia patrino naskinte ŝin, tuj revenis la gepatran hejmon, kie ŝi 

baldaŭ mortis, igis min pensi, ke ia malluma abomeninda flanko estas ĉe 
ŝia familio.

Tamen mi tute absorbiĝis en ŝin, kiam mi vidis ŝin laŭ la konsilo de 

la perant〇. Sia patro estis melankolia kiel maljunulo, nekonvena por 

industriisto, sed ŝi, kiu estas vivanta portreto de la patrino, estis tre bela 

sen ia ajn malbona punkto, malgraŭ ke en ĝi troviĝis iom da melankolio. 
Sia konduto estis gracia kaj la vortigo estis bona. Ŝi ja estis malofte 

trovebla nobla virgulino !

Kontraŭe mi petegis la peranton por ke mi povu edziĝi kun ŝi. Sed, 

kiam la afero progresis, mi renkontis la unuan malhelpaĵon・ Iu skribis al 
mi leteron, kiu kalumnias ŝin. En la letero estis skribite kvazaŭ serioze, 

ke si jam ne estas virgulino. Kvankam la stilo kaj literoj de la letero 

estis negravaj kaj ankaŭ mi kredis, ke iu amuze faras petolaĵon por mi, 
tamen pri tio mi ne povis teni min trankvile.

Ec tia bagatela kalumnia letero donas neantauvidite grandan influon 

al koncernanto, kaj tial iu por sin amuzi intence donis al mi tian leteron. 
Mi tute embarasiĝis, ĉar io persiste restis sur la afero por kredi, ke tiel ne 

devas esti, sed tamen mi ne trovis rimedon por scii, ĉu tio estas vera aŭ 
ne< Tagon post tago mi fariĝis ĉiam pli melankolia.

Ĉar mia sintenado fariĝis ŝanceliĝema, kiam la fianĉiĝa donaco estis 

sendota, la peranto maltrankviliĝis kaj ofte vizitis min por la afero kaj 

kontraŭvole mi priparolis al li pri la letero. Kompreneble •la peranto tuj 

neis la fakton. Estis pli bone, ke mi tiam konvinkiĝu, sed tamen hazarde 

venis al mi en la kapon la ideo peti privatan detektivon, kiu estas tre bona 

sinjoro, nomata Kijoŝi Kimura< Malgraŭ ke Kimura atente enketis pri la 
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afero, hazarde tio malkovriĝis kaj kiam mi eksciis,, ke la kalumnio pri ĉi 

estas malvera, ŝia patro furioze ekkoleris, ke mi petis la detektivon por 
enketi pri Jia filin〇. Ŝajne la peranto tre konfuziĝis, kai li apenaŭ kvie

tigis la patron. Kaj fine venis la tempo sendi la fianciĝan donacon al ŝi, 

kiam denove malfacilaĵo okazis ĉe mia flank〇・

Fraulino Kaneko Tojama, kiu vivas en mia hejmo, komencis plendi. 
Ŝi estas malproksima parenco de mia patro. D? knabineco ŝi estis subte

nata de mia familio kaj ŝi mem decidis, ke ŝi devas edziniĝi kun mi. 

Ankaŭ povas esti, ke mia patro aludis al ŝi pri tio, sed mi ne rilatas tion・ 

Ankaŭ ŝi estis sufiĉe bela kaj bona fraulino, tamen mi malŝatis ŝin. Mi eĉ 

ne supozis edziĝi kun ŝi. Tial laŭ mia principo — mi mem elektu edzinon 

—mi rapidigis edziĝon kun F-ino Itoko. Sed fine Kaneko pro indigno 
skribis al Itoko letero n.

Kvankam mi ne sciis, kio estis skribita en la letero, dank' al la letero 

la interaranĝo kun la familio Jasuhara—la familia nomo de Itoko — 
denove komencis rompiĝi.

Ĉar tiam mi estis tute enamiĝinta en F-inon Itoko kaj mi estis preta 

eĉ min mortigi, se la edziĝa kontrakto rompiĝos, tial mi decide vizitis la 
familion Jasuhara kaj mi sukcesis konvinki ŝian patron pri mia sincereco 

kaj senvaloreco de la letero de Kanek〇・ Tiam mi trovis, ke io malvarma 

kuŝas inter la patro kaj la filino, pro kio ili estis iel sindetenemaj unu al la 

alia, tamen mi estis tiel rapidema, ke mi eĉ ne havis tempon pripensi tion.

Post tiuj ĉi cirkonstancoj mi apenaŭ povis geedziĝi. Sed antaŭ du-tri 

tagoj de la geedziĝo, Itoko senpere proponis al mi kondiĉo n. Tio koncernis 
lokon de la geedziĝa vojaĝo. Ŝi montris al mi unu fotografaĵon petante, 

ke mi akompanu ŝin tien.
Ĝi ŝajnis el tranĉaĵo de antaŭilustraĵo de iu gazeto. Ĝi estis maldika 

fotogravuro. Mirinde ĝi prezentis vastan dezerton ! Malproksime staris 
malalta montaro, meze kuŝas vasta kampo, sur kiu nenio troviĝas krom 

maldensa arbareto. Proksime staras nur granda serpentuma pinarbo, apud 

kiu sin trovas pajlategmenta dometo. Tute proza pejzaĝo !
Surprizite mi rigardis ŝian vizaĝo n. Novaj geedzoj ordinare vojagas al 

banlokoj kaj marbordoj aŭ pitreskaj historiaj lokoj. Por diri la veron> 

ankaŭ mi volis viziti al Hakone, Okicu kaj Miho kaj aliaj.
"Kie ĝi estas ? Kun miro mi demandis.

‘‘ Jokaiĉi en Omi-provinco.n

"He ? " Mi denove demandis.

(Daŭras al p
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FORVETURO

Niaj muzik-paĝoj, komene让aj en la Januara numero, vokis tiel intensan 

intereson ne nur ĉe la legantaro, sed ankaŭ ĉe nia verkistaro. Lastatempe 

jam kelkaj bonekonataj samideanoj alsendis al ni siajn tradukojn de japanaj 

popularaj kantoj. Por la sufiĉe ŝate kantata „ Defune(Forveturo) de K. 

Kacuta (muziko de H・ Sugijama) kvazaŭ konkurse alvenis eĉ tri tradukoj 

el la plumoj de la tri eminentaj spertuloj, reprezentantoj de tri lokoj・ Ne 
povante fari ian preferon inter ili, ni metas ĉi sube ĉiujn tri lauorde F 

alveno.
Rimarko por kantantoj: unu verso en Ia dua strofo havas du silabojn 

pli multe ol tiu de la unua; do kantu laŭ pli malgrande presitaj notoj en 

a apudmetita muziknoto.

DEFUNE

1) Adiaŭ, mia kara! eknavigas je V vesper' 

La ŝipo ne videbla en mallumo for.

Por adiaua kanto, en neĝblova la veter' 

Ec karadrioj ankaŭ ploras, mia kor'!

2) Nun fajfas jam la ŝipo : signo de la ekvojaĝi 

Leteron al mi nepre, kiam surteriĝos vi!

Sub la malhela lampo sola ĝin en hejmvilaĝ* 
Ĝis larmo kortuŝita ame legos mi.

Trad. K. Sisido, Kioto

DEFUNE

1) Vespere vi vojaĝa s. Mi malĝojas en la kor；

Sur maro tra mallumo brilas neĝfalad\

Ne klare ŝipo restas, sed aŭdiĝas kanC en hor\ 

Korŝire akompanas karadripepad\
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2) Jen sonas la fajfado, iros vi jam sur voja牡 

Trans maroj min vizitu per letero kun memor,・ 

Restante en soleco ĉe lamplumo sur la paĝJ 

Mi legos ripetante kun varmega plor\

Trad. M. Kidosaki, Tokio

FORVETURO

1) Ĉu devas forveturi •

Vi en tiu ĉi vesper'

Dum ŝvebas tra 1'mallumo

Super mar' neĝer'! ?・・・

亠の / Vidiĝas ŝip' ne klare,

Sed al kant' de 1'adiaŭ',

Korŝire jen formare

Pepas karadri,... . • ;、q：i甘

2) Jen sonas la sireno,

La signal' de 1'forvetur'!

Do, ĉe la celhaveno

Ne prokrastu skribi nur!

Solecos nokta horo

Kiam flagras la kandel', •

Kun varma arda ploro 

Legos mi, karuf ・・.

Trad, Matuba-Kikunobu, Jokosuka

(Daŭrigo de p.102)

Kvankam apenaŭ nun Jokaiĉi estas pli malpli konata per la aerodromo 

de armeo, tamen tiam la loko estis nur iom priparolata kiel estonta aero

dromo, kaj tial mi, kiu kreskis en Tokio, ne povis koni tiun lokon mal
proksiman ・ Mi eldemandis ŝin pri la kauzo・ Ŝi parolis al mi jenon. La 

fotografaĵo aperis en iu gazeto por prezenti ĉirkaŭaĵon de Jokaiĉi, kie estos 

aerodromo. Kaj tiun pejzaĝon ŝi neniam povis forgesi kaj ŝi sopiris viziti 
tien・ Kiam ŝi ekvidis la fotografaĵon, ŝi estis frapita de tiu pejzaĝo kaj 

poste nature elfluis larmoj el ŝiaj okuloj・ Do ŝi eltranĉis tiun fotografaĵon, 
kiun ŝi sekrete metis en profundo de la kesto kaj ŝi decidis esti akompa- 

nata de la estonta edzo al tiu loko okaze de la geedziĝa vojaĝo.
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小野田幸雄

バ ラ

歐洲中部チェッコ國。
Baltn^の都に名も高きJan Bobn!わ人ぞ知 

る.
好き爭好む世の人に廣く遍く知られたる・ 

世界に翁無き宏大のバラを培う園の主。

接の春秋身を砰き骨を削りし甲斐ありて、 

遂にーいろパラの樹の新たな種をば作り出

で、
其れに與えし輝ける名前わ卽ちEsperanto.

新種此のバラ「希望」こそ・
茶バラと呼ばれ其の道に.
巳に知られしパラの樹の. :

血筋を引きしまじり種。 ・

形艮めの蕾こそ・
優にやさしき少女子が愁に沈む府か・

絞びいずる曉の空にも似たる淡黃の・

大げな花の優美さわ、
姿淸げの貴姑人が笑を湛えし顏色か。

光リ輝く夏の日に.
茶バラの如く色火せて匂移ろう事も無く・ 

新降り注ぐ冬のHに枝葉しなゆる»も煞し。 

春の朝花圃に小鳥と共に覺め出でゝ、 

秋のタカルパチャの・

点吹き初む頃迄も高き香りを放つなる. 

なれよ可憐なバラの花、
Bohmの闌未だ十五年.持ち株今や五十萬ヽ 

總ゆる種類と設備とに、四季に湛う神秘の香。 

新たに名付けし種の名こそ.

彼がエス語に好意ある明き大きな證しなれ;)

憩 い

JK博と海洋硏究所、國の模型とうたわるゝ、 

モナコ國より程近き南佛闌西ニースより.
コ匕に出［る爭十三籽、アルプス山中Asprcmont, 

風光明妳の地を占めて、同志の爲の家一つ。 

其の名わ Internacii! Hejmo EsperantĴFtii, 

敷地坪數十萬坪・室數總數三三が九。

此の家の目的今さらに、

述べたつ迄も無けれども、

高價ならず安からず、適當適度の費用もて. 

國の内外同志等の安らい憩いに當てんため。 
家の護りをするわ誰、夫妻K. E. Ye)land. 

せめてわかゝる建物の.

せめて一つわ我が國に. 

無きものかなと羨まる。

聲

Z.博士吹込みの落晋機のcilindroに就い 

てわ、以前本欄に報道された事が有ったが. 

其の後種々硏究の結果、其の嫩製刀閒筒わ、 

何分にも蒂音機製作技術の未だ進步せぬ初期 

のものである上に 餘りにも使い過ぎいたみ 

過ぎているが爲・完全な複製わ屮々容易でな 

いと云う事が解ったCさりながら吾等の敬愛 

する博士の聲を.むざむざ閤から閤えと葬り 

去らん寧殘念なリ.如何にもして一言牛句な 

リとも聽かであるべきやわ、と云う譯で、力 
タルニアエスペランティスト聯盟の出版部で 

わ此の度、ICKの了解の下にたヾの五十部を 

限って此の困難な仕事を行ふあに決定した。

製作部數わ此の如く少く然も種々の設備に 

彩多くの費用を要するが爲一部の定價わ】〇 

pesetojと云う爭に定められたr猶此の他に 

荷造り費及郵稅として1部でも1°部でも同 

じく10又わ12 pesetojを要する。

此の複製わ上に述べた如く決して完全なも 

のでわないが、吾々が直接博士の聲に接し得 

られる唯一無二の機命であるから心有るの士 

わ一部を注文するも亦むだでわなかろう。

壽

族馆?arksiile D;mz°gの大廣間わエスペラ 

ントの小旗を以て麗しく飾り付けられ多くの 

客人が集っているc其の眞"・に綠色の絹服を 

着た、限の生々と織いた小柄のおばあさんが 

椅子に腰掛けている.彼女こそわ此の日滿九 
十歲(1931)の齡を迎えた、DanzigのEsper

anto-Fatrineto, Anna Tuscĥinski女史である〇 

祝詞を述べる人々の列わ後から後からと果し 

無く續いて・千ユに飾られた彼女の机の前を 
過ぎてゆく。祝いの品々わ次第次第とうず高 

く積まれてゆく c此の瞬間こそ此の農間のー 

隅わ、此の世ながらの夢の械!か天國かと迄思 

われるまでに麗わしき限りの光景である。女 
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史わ其の間中立ち續け、にこやかな微笑みを 

面に浮べて一人一人に深い感謝の意を表する 

のであった。樂の音聲き渡り式わ始まる。
D.mzingエスペラント今會畏B. Aeltcnnann 

氏立ち・女史が二十四年前設立した此の會を 

代表して祝詞を述べ併せて女史をUEAの名 

譽伶員となす旨を認めたUEAよりの手紙を 

手渡す。次に披踞された女史えの于紙わ彼女 
が長の年月貧民の爲に盡し來った大きな功績 

に對する上院の感謝狀であった。其 

れに績いて、Alta Komisario por la Ligo de 

Nacioj en Danzig, Bontemplana loĝio, CfcH- 

Instituto, Esp-grupcj等々の代表者の祝いこ 

とばが述べられた。此の席にわ亦、エストニ 

ア及、日本の同志の顏も見えたとの事。最後に 

Marqiiardt孃わ.全世界のエスペランティス 

トの心からなる喜びと感謝の印として、ICK 

の金メダルを喜び驚く女史に贈った。扌f手! 

拍手!担手!

式後、音樂、劇等あり最後にダンスとなる。 
90歳のおばあさん元氣潑刺としてリルツを细 

るの有樣に若い方々顔色無し。其後女史のも 

とえわ全世界の會から、個人から、老人から、 

靑年から.婦人から、兒童から續々と祝詞が 
舞い込み、此の處 Anna Tuschinskv, Patrineto 

de Ja tuta Espcranto-i ani ilio と云う譯だ 〇

動 き •
・アメリカしos Angdesエス語に餘り熱の 

無いアメリカでも時々わ淺間山の樣に活動す 

る© Loj? Angelosでわ去年の九月に宣傳を］一［ 

的とした大々的の會を開いたお蔭で活氣付 

き、夜間葛等學校でわ60名の學生に依って活 

活とした硏究が開始されている。又歌の講習 

會、近郊の山えの遠足悸もある〇 

★ハンガリー Budapest11月6 □講習生の 

試驗の爲 IALA の delegito S-ino II.lth 

來る〇同日夕IIES Q會合でしゃベリ、乂日 

曜にわsemajnfin-domanojのお茶の會に出席〇 
IIES, la Katolika kaj ）a Laborista Societoj 

及skoltoj等わ新たな薄習を開いた。11刀19 H 

にわ義勇隊士官等の會合でP. Balkanyi氏 

skoltismo と Esperanto に就き談る〇 11}} J4 

日・IIESの講堂で文學のタペを開き大盛會。 

集る者120 名、Prof. Kokĉny, scienca akade- 

miano B. Vik&r氏の作を聲高に朗誠す。四 

五年前迄わ當地に於いてかゝる盛人な種々の 

會合を見る事は中々困難であったが、此れも 

今日民衆の間に斯語の次第に弘り來った專の 

證據でちろう。

★ドイツKofn 昨年のZamenhof祭わクリス 

マスの夕べと一所にした〇12乃16日1ĥona 

氏及Gernsbacher夫人司會の下に開かる〇蛾 

燭に照されたkristarboの周リをNikolaoは 

眞黑な供をつれて贈物を配って步いた〇又福 

引あり和氣靄々裡にータを過した。

此の他ザメンホフ祭わ世界各地に於て催さ 

れ何れも大成功を納めた〇

11111111 iii1111111111miniiiiiiiiiiiii!11111111111111111111111niinnnnnniiip

おこどわり
★Internaciisto, Esperanto, Nova Epoko 豫約 

された方方から雜誌不着の巾出が績々ありま 

すが■いづれも遲刊のためですから今暫くお 

待ち下さい。目下それぞれの發行元へ怦促中 

です。
★Kube: Vortaro de Esperanto は發行元で久 

く品切れ.新版出來の期日が不明ですから.

再着案內を廣吿するまで御註文を暫くお見合 

せ下さい。すでに御註文下すった方で他の書 

籍と振替御希望の方はどうか御遠慮なく托巾 

出で下さい。

★特資の書籍は廣吿面にも記載の通り・齊相 

場での仕入在庫品貞切れ次第定價に復します 

からヽその點十分お含みおき願ひます。木月 

號廣吿中のものにも殘部僅少となったものが 

多數ありますから、御入用の方は至急御註文 

下さいませ。

洋書新著再着案內補這
廣吿删で御案內巾上げました書籍以外に 

最近下記のものが入荷致しましたCいづ 

れも飛ぶやうな賣行きを示してゐるもの 

ばかりですから、乂も品切れにならぬう 

ちお需め下さい。
^Esperanto-Zirkel.長らく品切れになってゐ 

て御期待にそむいてゐたRublevの・名著1注 

peranto-Rondetoのドイツ語註釋版です。ロブ 

エス敎科書中の白眉。（定價75錢•送料4錢） 

★Analiza Historio de Esperanto-Movado.（定 

價imuo錢•送料4錢）

★Skizoj pri Teorio de Esperanto （定價 85 錢 

送料4錢）

★Teorio de Esperanto （定價1圓 £0錢•送料 

4錢）

上記三書の內容に就いては本誌一月號川崎直 

一氏丨愛あるところ神あり補遺」御參照あれ。

日本エスペラント學會洋書部

ttnnnn
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★締切わ每1］十五□。★報逍わ什字詰原 

稿用紙Ĥ本語にて書き卄彳了以內、★封筒 

にわ內地報道と明記の净。★寫眞返送希 

望の向わ豫め返送料同封の事（なるべく 

寄贈されたい;）★地方你の設立わ五名以 

上の支持者を耍す〇 ★會員の聲」投稿わ 

二百字以內。 編者端木淸彥

故粟飯原晋氏追悼會

【東京】1月20日わ慶應エス會の創立者に 

して且熱心な支持者たりし故粟飯原晋氏の亡 

後一刀にあたったので、同エス今主催の下に 

13時半よリ麻布妙善寺にて讀經をあげ、尙!8 

時より三川明菓にて晚餐會を開いて故人の追 

恢談をなした。當口故人の父君.母堂、未亡 

人その他親戚の方々出席せられ・尙藤澤氏・ 

アレキサンダー女史及び園敎授その他先輩諸- 

氏の出席を 得て盛人な迫悼會であった。

佛國の同志S-ro Sacha
Amourouxの 再來訪

【横貫Ĵ UJ30I!午前佛阈汽紿ヽ、then” 

わ u Verda Haveno tf Jokohama の棧橋に其 

の亘體を横着けた。この難ドの中にこそ我等の 

顏馴染の同志S-ro Amo.が居る。仕事の都 

介上水野.富盛の阴氏が出迎えた。福喜多・ 

ftiin.吉田氏等!3時より福喜多氏の和務所 

で來訪を待つ。やがてS・ro Amo.わ水野氏等 

と來るc間もなく鈴木氏も來リ夕刻迄久し振 

りの快談。一同連れ立ってタベの町を散涉。 

夕食後も夜遲く迄步いた。2リ4卜［夜にわ冇 

隣堂にて工E. A.の歡迎會、平塚よリ淸水氏 

も出席，會する者30名。福喜多氏の挨拶に 

初まリ、隅々からS-ro Amo •に對して奇問 

が飛ぶ、ŝercaĵojが飛ぶ。何しろ近頃にない 

ĝojplenaな會合だ。散會後もKafejo A.にて 

數人の冋志とNoktomezo迄も歡談した）

大連近況-- -----

1月2S日時より山縣通リru?a kafejo Dal- 

cont二階で長崎の同志脇山俊一氏の歡迎會 

を大連エス會の月例會及び新年伶と兼ねて開 

催した。種々祁合惡しく出席者わ少なかった 

が愉快な會合が出來た〇 esperantoの話ゝ時局 

問題の話、加窿航空'きからの飛行機の話など 

あり.21時すぎ閉會。

演說會ビ座談會
——小坂狷二氏出席ーー

【仙妾】2 n 7 h.エス界の權威小坂巾二 

氏を迎えて下記の三命合を開催・した。

★雄辯大會〔東北帝大學生集會所）出席者:7 

名・比時仙臺鐵道エス仰の平野氏の挨拶に次 

ぎ.小坂氏の挨拶、各委Hの報吿ありて必名 

の演說あり、小坂氏の懇切なる批評及質疑腮 

答、1;時半成功裡に閉會し喫茶「紅谷」にて 

映餐命を催した。

★座談命C19時よリ明治製菓にて）小坂氏わ 

歐米旅行り1に於ける各國エス界の情勢見聞、 

談話中氏一流の諧謔わ滿埸を爆吳させ・後ち 

エス述動に對する痛烈な質問及びLa Rezo 

Orient!に對する質問等おリ直ちに氏わ之に 

答え仙臺esp-istojを嬉ばした。21時半解散. 

綠星旗を先頭に街頭デモをやり・仙峑驛まで 

氏を見送るもの勿名餘。

〔横濱エス協會初等講習.後列向って左より 

=S-roj藤澤.吉田、加藤、遠藤3前列て 

F-inoj根岸.森崎。S-ino加藤〉F-ino大西〕
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）エスベラントの夕

〔京都エス普及會〕2月8 EJIS時半よリ備 

岡人本大祥殿にて節分祭參集者の爲に「エス 

ペラントのタ」の開催。出「】日出曆、カニャ 

店主中川脩司氏馨の通譯付エス語挨拶あり. 

期演「大本信徒諸氏におくる」一佛敎エス 

聯盟幹事柴山慶氏ゝ餘興として口活のスター 
イ半淳三琳氏の漫談\ 寸劇「みなさん」あり、 

「タギーヂヨ」を合唱して散會。

★Jozefo Major 氏來る 2 JJ 14 日11峙1S 分 

龜岡着列車にてハンガリーの同志S-ro Jozefo 

Majorわ大本海外宣傅課詰として着任。

--------大阪新星會s-------

每週金瓏「I虫時から例會を開き、第一部わ 

中等程度として用書Bulgaraj血kontojの輪 

讀、第二部わ作文の練習及び會話の稽古。每 

週火土、i 9時から初等講座を開きRadio- 

tekstoで兒鳥氏が指導してゐる。

・講習會その他★

〔小樽エス會〕每月】日,15日の二囘「力 

ルロ」を初等講習會と併せて下潭氏宅に會合。

〔宮崎エス命〕1月】S Hより市內文華堂書 

店に初溝r城內恭二氏指導にてW名餘の出席 

者あり、その”】數名わf-inojである。

〔敦賀エス會〕2月1411夜辻村氏方に第五 

囘例會を開き「捷徑」を硏究、出席S名ゝ

〔楽灣エス2楚會〕新店:農村靑年の爲に】 

丿J【1から毎夜開かれた講習會わ韶月4日に 

終了したが引續き常設講習會を設置した,

ーー・"— ESPERANTANO -ーーー

銀屎マツヤで賣り出した「絕體にこぼれぬ 

インク壺---魔法インク壺」のアルミニュー

ムのふたにわ,Magia Inkujo4と浮出しにな 

ってゐる。

〔左〕仙墨に於け 

る演說會記念®眞 

後列左より5人口 

小坂氏。

〔右〕橫濱入港の 
"Athos II"の甲 

板にて,下よりS・ 

roj 水野,Amo, 

吉田,內山,橋本, 

遠腔,富成,Clau

del, Sabat.

長崎エス界近況——

★クラブニ対例會わ10 ロ18時よリ外國貿易 

商三階大樓上にて植田氏司會の下に。川席者 

2ソ名ゝ談笑裡にタ父を終り■ 2、時よりエスペ 

一口合唱・直ちに當夜のプログラーモ「心览 

を語る」に入る。2】時より高原氏の新Wミリ 

の映寫、diskojの試聽などあり盛會を極めた。

★高弊誰習=水、 

★屮等諜習=木、 

★會話會=火・

時、Revizoro,富松氏

1（時・Z-Legolibo,帆足氏 

19時.淺田博士邸にて。

む地 方 會~

女大阪外語エス會新代表者 淸水隆男氏 

★訂正の訂正=本誌73頁大阪帝大醫學部工 

ス會わ語學部エス會の誤りです。 :

★名古用西春日井エス的C7・7・20） 7
名古屋市外西枇杷島町十軒裏28竹中治助 

★仙臺梅榕中學エス會C7-2-20） 26

仙京市伊勢堂山梅檀中學寄宿舍小島靈北 

★命n名簿發行について=先月號で御承知の 

如く、木年わ地方會を中心とした年鑑を發行 

することになってゐます。尙名簿發行及會員 

移動クノ發衣わ當•分不町能かと思います。 

★地方委員會制定について=地方命同志と當 

學會との關係をよリ深くする機關として地方 

委員を制定することにしましたC皆様から具 

體的希望案を寄せて頂き厦と思います。
—ーーJ_J~ —_—_——_一一_ — _ 一十一・—-I ・・ ■ ■ ・ ーー ・一~

第九回九艸］エス大會

4 n16,17兩日福岡にてcラヂオ講演一J 

OLK （大必博］:に交涉中）詳細後報。

街わう巾さ
^E^p-Kelnerino の居る Kafejo 

Ganroo （神田ーッ橋通）えわ

Kamaradoj も Samideanoj もせっせと IJ 參. 
赤を綠とd間違う色盲患者わおそらく居ない 

だらう。
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〔東京學生エス聯睨19 31秋期大命〕

學生聯盟だより

〔大阪外語エス會〕大阪商人エス命が解散 

したため人阪學电エス運動の責任を一人で背 

負う重人な立場にある。最近、滿洲事變の突 

發に際し、同校の滿蒙硏究會の依賴により我 

Rの滿洲事變に對する立場及び我國學生の爭 

變に對する牡悟を明かにした聲明書二通を工 

ス譯しブルガリヤ、エストニャ、ルーマニャ 

弊合計I・ニケ阈の通信不便なる小諸网に發送 

する等、大いにエス語の實用的價値を高めて 

ゐる。

〔名古屋替大エス會〕2 JJ 2 F!よリ名古屋 

エス聯盟と共同主催にて東新町陸ビルにて初 

等講習開他、甸適火金11受講口名、內f-ino 

2人、講帥渡逹行孝君。

★三月17 ||15時半よリ外語商大高醫專の學 

生エスペランチスト相會合し第二囘大阪學尘 

エスペラント懇親會を天王寺區都丿J食堂にて 

開催。

〔東京美校エス部〕1月30日、国際美術展 

を同校に閒fflU部貝のエス通信によりて蒐集 

した「ケ國餘の給端書、復製、淤術雜誌、學 

會出品ポスター、畫集悸を展趁、エス語の普 

遍性、芙術通行の效果的な宣傅を行ひ盛命で 

あった。
〔千葉喜大エス命】 千葉歸大エス會.フォ 

リアーロ •グルーポわ入會金を納め正式に 

TELSC東京學生エス聯盟）に加入した。尙、 
协校エス會代表者わ、越川文雄.安孫子連四 

郞の兩君。

〔慶應義塾エス會〕畏年の望みが適って今 

度いよいよ校内に部屋をもらった。同時に郵 

便箱もこしらえて大いに今後の活動に倦へよ 

うと惠:氣込んでゐる。同志諸君の部屋えの御 

訪問を恕んでゐる。

〔早稻田大學エス會〕最近、同校:機關誌 

“La Studento Verda n第2號が出た。あま 

リ誤植が多いので不評判であるが、以前のに 

較べたら大分よくなった。何しろ試驗が間近 

かなので大した活動をしてゐない。
〔早稻田第一墾院エス會〕今度、全然大學部 

と獨立に行動を取る事に決定し財政部も獨立 

した。最近第一囘の總會を持ち組織を確立し 

今年度の方針を決定した。四月を期して會員 

獲得運動を起すとのこと。尙、同會の>二ユー 

ス第2號わ最近發行される答である。希望者 

にわお分ちする由ゝ

〔東北舉院;）初等講習=1月ザロよリカ月 
26日まで每週火金我3『分〇受講者34名。輪讀 

命=1n 21日每適月UMU 2時間、同志4人. 

酒井敎授を中心に「ザメンホフ讀本」を硏究。

〔二鬲エス會〕2 n 5 H講習開始に先立ち 

受講申込者^名一堂に集めて懇親會を開く. 

エス語の槪念を吹き込む。

〔東北奈大密擧部エス會〕輪讀會ニー週？ 

囘丿J金•12名内外出席し「プロエス講座」第 

五卷。 ★ - /J li El Gradigonto を迎えて 

Oratora Kunsido を開く.10 名出席。

〔京都、名古屋、大阪舉生エス聯盟並びに全 

國學生エスペランティストに檄す〕今や、我 

國わ滿洲字變を始めとし、上海ぢ件.ハ儿ビ 

ン子件等の續出により.友胞支那と干戈を交 
え、ひいてわ列强英米佛伊間とえ情勢もとみ 

に惡化し始めた。この网際間情勢の惡化に處 
して我々學生esp-istoわ如何なる行動を取る 

べきか？我々學生エス運動こそ、今迄忘れら 
れてゐ；ニエス清の實際的活用に新しい…面を 

開く運動でなければならない。我々學生エス 
遊動がH木エス遅動をリードし、前進させる 

のも近き將來であるとえふ確はのもとに、金 
阈學生Esp-istoよ、團結せよ!全國學生 

E p-istoよ!全阈學生エス聯盟の旗のもと 
に囿結せよ! 東京學生エス聯盟
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〔小樽エス會ザメンホフ祭193】一12-18〕

/

〔新潟エス會ザメンホフ祭1931-12-15〕

語I新聞雜誌とエス

★札幌鐵道局敎習所著通部同窓會々誌一國 

際語エスペラント……靑木武造氏

★保線現業1月號一H本鐵道エス聯盟の結 

成について... 日本鐵道エス聯盟

★鐵逍靑年一鐵逍とエス語……宮野氏

★大和日報7・1-22ーーエスペラントに就い 

て……北村信昭氏
★千菜縣靑年處女7の1—エスペラントの 

話……西成甫氏

★三堇縣松坂第二曙小.誠校同窓會々報4 

ーーエス語と峙局問題……丸山正一氏

★法苑錄1---國際語エスペラントについて

★地方會機關紙★

★聯盟通信4ーー東京:鐵道エス聯盟 

★長崎高商エス會々報1——授崎高曲エス會 

★La Aŭroro 3-1, 2.——福岡エス俱樂部 

★Informilo de F. E. A. 3--- 臺北エス會

★Noya Stelo 2】，22--- 大阪新星會
★ERo 9,10,11,12,13,14---岸和田エス會

★ FER11,12——東京鐵逍エス會

★，fra Ja Mondo 27ーー京都:同志社エス會

エスペラントの日を設けよ!

先口受取ったUEAの"Espcrnnto''12月 

號に依って私わKruk6wのし3-a Universala 

Kongresoで「6月2日をエスペラント發表 

の日とし、世界的一齊宣傳の日とする」とい 

う決議がなされた事を知った。（Esp.發表の 

[1わ明かでないが、ザ薄士適族との協議の結 

果檢閲官がVnua Libro出版の許可を與へた 

6月ソ日を發表の日と定めたのである）私わ 

次の樣な理由で此の決議に大賛成の意を表し

……仲野伊作氏
★新愛知7・1.15——國際語わ踊る……山田氏 

★193年□ aタリ大會及ガバナース會議所感 

——星野お則氏報吿書、H <「國際理解を增 

す手段としてエス話の如き阈際補助語を普及 

する爲に各自國を動かしてその實行を云々」 

★工業大學藏前新聞7.1.14ーー喫煙室…… 

ザメンホーフ祭。

★法苑錄  Vortoj el Templo Ilonen〔工 

ス文〕プロレータ・エスペランチストに與う 

（エス語攔）けだしプロエスに對してよきー 

矢なり。

★神戶商大新聞2・15--- エスペランチスト

わ韶るCチェツコからの便り）……木村武氏

★Lumturo 3---京都鐵逍エス會

★Libero XI-3——京都:三會エス會 

★Bulteno 2刃號、附錄しandlimo-- 神戶工-

ス 協會
★エスペランチストに吿ぐ一橫濱エス協令 

★新運動方向と新組織方針——早大エス會 
★<ik»ningo 8--- 東京:Du vta Rondeto.

★Nia Voĉo II 1-2---仙臺エス會

★La Norda Stelo 3---金澤エス會

★ Verda 2——東京:明治藥專エス會

又全口本のesp-istojがこの決議に從って6月 

2日を期して宣溥講演會に展覽會に講習會に 

新聞雜誌寄稿にエス書籍辻賣りにあらゆる手 
段と力を盡して一齊宣傅に參加せられんこと 
を望んで止まない。理由:
D12月苗HのZ.祭わ幾分宣傳の意味も 

あったが一年に一度でわ世人の注意を惹くに 
十分でないから今一度位わ宣傅の口が必耍、

2） Z祭と合せ考えると丁度半年每に一低 
宣傅が行われる樣になり效果的で、乂學生に 
俟つ所の多い□本esp•運動に於てわ6 JJとい 

う學生の運動に好都合の時季にー・齊宣傅日を 
持つ事わ重大な意義がある事。（仙臺エス會;）
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★KORESPONDA FAKO*
揭載もわ必ず返事む出す二J卑會々 

員わ年一回無料・por neabonantoj 30 

senoj unufoje,(一回30錢揭裁雜誌呈)〇 
L =»letero, P = poŝtkarto, IV = ilustrita 

poŝtkarto, PM = post marko, dez* = dezi ras, 

kor©>=korespondi, intera = interŝanĝi, koi. 

=kolekti, E = esperantaĵo, G = gazeto, 

kci=kun ĉiu lancaj (samideanoj).

★ Japanujo ★
★S・ro Maĥind-Moĉida ； Nakajamate 7-come 

31-88, Kobe・ dez. inters. IP. L. pri UKU・ 

LEL-muziko, kĉl.

★S・ro Nakano-Joritoŝi ； Ilorino-uĉi 377, Ha- 

jama, Kanagaŭa-ken. dez. inters. IP, L, PM,E. 

★S・ro Pukta-Masio; Toriiĉo 637. Jokkaiĉi, 

Mie-ken, dez. kore. L. P. kci.

★S-ro Aigaŭa Cunemoto ; Jukhiisi-maci, Fu- 

kuoka-ken, dez. kore. kun ge-anoj en Fuku- 

oka-ken.

★ Francujo ★
S-ro Deserav; rue Magarin, Rcthel, 

Franee- dez. kore. kun jupan町 ge-anoj 

pri litaraturo9 artoj kaj eĉ fantazioj.

★ Norvegio ★
S-ro Gunner Baabe : Adr. Gum. Pet- 

tersen, Storgaten, OSLO. dez< kore. kun 

japanoj ・

★文法上の問題につき文通希粟、外國のエス 

封緘紙御惠贈の方に薄謝を呈す。東京府下馬 
込小宿!480高橋述

★ Hispanujo ★
S-ro Josefo Gispert; St. Planeta 16 

pui, Barcelona, dez. kore. kĉL

★ Japanujo ★
★S-ro Takahasi-IIisazo; 26-117 Tukamoto 

4-ĉome, Kosai-ku, Kobe. dez. kore・ k0】.

★S-ro Joŝida-Ŝozo; 846 Kitarikke, Mongu, 

Ta:Sm)ura, Hjogo-ken. dez. kore. kci.

n Juna Samideano u
Enhavas: temojn junularajn, literatu

rojn, humoraĵojn, ktp. Petu provnumeron. 

Jara abono nur sv. fr. 2. Adreso: Pol

lando, Krakd^^j Plsic Metejki 4 n Juna 

Samidean〇.1*

★滿鲜旅行に就き前以って文通希望★ 

釜山新義皿間幹線中の都市及慶州、鐵原• 

元山、旅順.大連.奉天の同志諸君と文 

通希望。四リ東京發、右地を旅行す。

東京山•外田端五百番地

畫家 大橋介二郞 

在鮮中は下記宛

鐵原外村里。岡本桂次郎氏方

★ Japanuja ★

★S-ro Ilujaiii-Cukasa; Kinsen, Keih)ku, 

Koreujo. dez. kore. L・ P. IP. K. G. kun 

eŭropanoj.

★S-ro Katoo-Kanĵiro; Curumaki 371, Wa- 

sed舛 Tokio. dez. kore. kun germanoj.

★S-ro Hemmi-Ŝuk ; ĉe S-ro Ootake, Tomi- 

oka 1-17, Otつ匚 Ilokknjdo. dez. kore. pri 

knabo-kanto.

★ Nederlando ★
S-ro W. A. Bakker; Internejo, Kralie- 

lingweg L Zeist. dez. kore. kun japanoj.

★ Germanujo ★
S-ro Paul Kupler; 25 Flutstr. 25,

Breslau X.

★ U・ S. S. R. ★
★F・ino S. Mita; Moskvo III Tuerskaja- 

Yamskaja d 29/e kv. 7・

★F-ino Maria Reb ; Moskvo 9 Tverkaja- 

bulvard・ 33 Rv. 5。.

★ FOIREJO ★
會員一囘三行ie錢★〔會ロ以外）一囘三行;久錢

K_abeのvortaroを讓り受けたし。

長崎縣凍早町彼神山FH稔

L》Lumo Orienta （日本佛敎エス聯盟機關 

紙;）見本抢錢郵券可.京都市六條通り 

氏倉會館内、H本佛敎エス聯盟

エス語說明付飛行機上よリ見た大連市街 
工ハガキー組30錢、大連市紀伊町大 

連中Ŭ文化協會內、大連エス會、中港新一



腰日本工.スベラント學會奧年鑒報吿

★役員會:1丿Jツn評議員會、同3° ロ理爭 

や、2月吧日評議員會通過ニ

・議事:1評議員選出.2事業報吿・3倉 

計嵌吿.4昭和七年度豫算、5茅務所移轉の 
件.6專任が務員採用の件C以上可決）、7初 

絲エスペラント擴張の件（大井三石小坂岡木 

に委任）8資金利用の件其他事業に就き意見 

交換）

女選出評議員:安黑オー郞、靑木武造' 岩下 

順太郞、伊藤巳酉三・浦良治、大橋介二郎ゝ 

岡本好次、小此木貞次郞、小野FH幸雄、城戶 

崎益敏、小林東二、守髓ー.宋禹憲.多廉尾 

一郎、霹木淸彥・徳币六郎、難波停吉、根本 

潔.馬場淸彥、平岡昇、福富義雄・保坂成之 

堀眞道.宗近崑澄〔以上再選〕寺喜久嫌.宗 

像勝太郞〔以上新選〕總員二十六名

★事業報告槪要:1・7月 より Revuo Orienta 

拔萃の初等エスペラントを發行。2 .圖書其 

他出版:Senbedaŭre Amo Rabas （7 月1日）. 

ザメンホフ讚本（9月10日）.霧の中C9 ）\ 20 

II\ Verda Karto （10 JJ 15 日）、E pero 及 

Tagiĝo蓄普機disko 〇】U1H\武士道刀 

劍鑑C12月25 F1人其他旣版圖書の亜版。

★會計報吿槪要Cp・113-114參照）

J.基金:永代基金は寄附金約103側.信 

託利息505圓を加へ10,543.54;常用基金は 

通常經賞よリミ〇〇血を繰入れ4,300呵となり 

合計!4,840.54となる。

2.經常費會計:世相不況のため退會■會費 

滞納多く缺損を豫想せられたが諸預金利子が 
7し2.13（永代基金利子505.14は除く ）あった 

ため結局309.81の剩餘を生じた。依て300 

101を常用展金に、200圓を特別積立金に繰入 

れ、6S1を次年度へ繰入るゝこととした〇

支出は大體豫算通りなるも通信送料200同 

超過C其代り收入中雜收入？0（）圓增加;雜收 

入とは大部分圖書注文の送料、雜誌の一部寶 

り上である故雜收入が增加すれば送料拂出が 

增加す）・キ務經費159圓減（書記平澤氏中途 

退職のため給料・殘り）.臨時費約240饲超過 

（平澤氏退職手賞・一匡就主人葬儀花輪代等） 

粘局通常經寶6.81圓、旣受會費中昭和七年 

庭の分1,936.35圓C例へば昭和6年H）月に 

刊费2.40錢會費拂込みがあれば60錢は昭和 て

6年度分に入れ、1・Sりは7年度分として次年 

度へ廻す入合計6年度より7年度へ1,24336 

圓持ち越しとなる。

★資金及存庫金保管:第114頁に示す通リヽ 

總計約四萬二千圓（什器・文庫圖書等現金に 

不換のものを含まず）

★昭和/年度搀算:第114頁末に揭ぐる通り 

令費はG年度實績によるに新入命約6⑷人・ 

退會700餘人、卽ち會貝數に附減なきものと 

して計上、其他も木年度實績によリ査定。紛 

330口の缺損となる豫想で、之は止むを得ざ 

れば出版部よリ補塡して辻棲を介すことが出 

來るが成るべく各地同志の御援助に依Ŭ新入 

命員の町加によって缺損を補ふ事にしたい。 

木財團基金の口的たるや將來に於て過去現在 
のエスペラント運動の最大缺陷である必要で 

はあるが賣れない科學其他の文獻發行資金の 

積立に在るのであるから、普及戦の前途のた 

めにも出版部積立金を經常費に消費すること 

は出來るだけ避けたいと思ふ。

尙新入退會の數よリ見て本角々員の三分の 

ーは新入會員、卽ち初學者である事實は□本 

の現狀をよく物語ってゐるc各地の講習等で 

御經驗のことと思ふがなほ現在Ksp.から直 

接の利益は受け得ないから、學習を始めても 

屮絕する人の率は高い。然しこれは現狀では 

何と云っても仕方がない事であるから益々勇 

猛に普及陣をひろげて新しい同志を作り.新 

しい入會者を勸誘することが何よりも肝要な 

事で.かくて吾偉の事業は協力によって一步 

一步と進んで行くことであらう。各地同志の 

御奩鬪と支援とを望む。

★專任書記採用:前任平澤義一氏は就任約十 

ケ月で病氟のため退任せられることとなリ. 
暫く在來通り事務員なしで會務を共力處理す 

ることにして居たが、幸ひ三宅史平氏が快諾 

せられ每日午後より夜間に亘り働いて下さる 
ことになった。氏の經驗ある敏腕によって许 

務は滯りなく處理されつ'ある。我が學會は 

勿論一般普及界にとって僥倖と云ふべきであ 

る〇

喘其他の奏件:出版部の擴强の爲め現在事務 

所は手狹なので移轉乂は新築に就て議が進め 

られつ、ある。初等エスペラントに就ては追 

發表ゝ 〔三石五六）
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財團法人日本エスベラント學會 

會 計 報 吿

昭和六年度（十二月末玫在）1931

[AJ財團法人基金會計

基金總額.... ……14,8<0 54

前年度末現在..... ……13,932.50

本密度增加額..... ............908.04

◎內 譯......

（イ） 永代基金總計….......10,540.54

前年度末現在..... ......... 9,932.50

本年度寄附金.... ............ 102.90

同信託利息.... ............ 505.14

保管處置

三菱信託預金.........10,417.78

安田鎭行當座預金..... 122.76

計 !0.54054

（ロ）常用基金總計.... 4,300.00

前年度末現在......... 4,000.00

本毎度通經剰餘金繰入… 300.00

保管處匿

事務所敷賃.............. 390.00

郵便保證金及擔保金……129.00

三井信託預金.......... 3,781.00
■■■■一 ・ I------ - —---

計 4,300.00

[B]通常經費書計
★收入★ 円

普通維持員會费........ 3,358.54

正維持員會貲…........ 1,264.26

賛助持別維持員會費……250.00

雜收入.............. 814.01

諸預金利息........... 702.15

集金料............... 11-3〇

廣告料……........... 36.00

前年度剰餘金繰入..... 171.85

初尊エスベラント購讀料 198.39

本年度實收入.......計6；806.50

前年度旣納ノ會賈..... 2,074.21

以上本年度總收入..... 8 880.71

★支出★•…

雜誌費............ 2,651.94

通信寶及送料............ 740.01

振嘗及集金料金...........43.34

備品費............... S7.71

消耗品寶.............. 171.42

事務所霞........... 1,020.00

事務經費........... G90.00

會合費............... 69.50

文庫?5.................... 37.70

地方會拂戻........... 54.54

宣傳霞.............. 305.49

國際常設代表者團 賦課金100.00 

[]本エス大會寄附金…… G0.00

觀産火災保險料........... 35.00

電話顎............... 82.15

臨時費............. 288.75

本年度支出經費.....計6,437-55

七年度以降會費徴收額二 

シキ次年度通常經費へ…】,936.35

以上本年度總支出..... 8,373-90

差引本年腹通常經費剰餘
金......................506.81

◎剰餘金處分

常用基金へ繰入.......... 300.00

特別積立金........... 2〇〇・°〇

次年度通常經賈へ繰入… 6.81

合 計 506.81

◎次年度通常經費繰越潮fi……1,943-16 

內 譯

本年度徵收前納會費……1,936.35 

同 通常經費剰餘金…… 6.81
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[CJ資産會計（在庫金內譯）
（昭和六轻十二月末[1現在）

永代基金........... 10,540.51

常用基金............ 4,300.00

次毎度繰越通常經費……1,943.16 

特別宣傳資金......... 45.95

出版部積立資金........ 9,653.53

敎育部積立金............ 327.10

年鑑發行準備金........... 97.73

特別積立金 ........... 900.00

以上現金合計27,81301

本會出版在庫圖書見積額
......................................10,520.6S 

取次在庫51書見橫額……3,910.86

以上總合計 42,244.55 以上現金總額27,81301

[D]在庫金保管處置

振替□座（東京11325）.・・384.94

同 上（束京32089>-229.26

同 上（長野3283）. ・•107.94

事伤所敷賃.......... ..390.00

郵便保證及擔保金……・・129.00

安田銀行持別當座……・・1,922.76

同上定期預金........ •・ 2,000.00

三菱信託預金........ .•10,417.78

三井信託預金........ ・・ 7,272.58

住友銀行預金........ ..1,648.51

郵便貯金（二口）.... ・・ 3,002.78

現 金.......... ..307.46

昭和六年度永代基金寄附金

收報吿

....... 大和山ひな子氏

上記大和田氏に頭書の寄附金をせられた 

ので內規第一條五項に據り終身維持Rに 

なられた。
[2.40].............淺田 一氏

[.60].............竹內藤吉氏

◎以上合計.................... 102.90

昭和七年度豫算
★收入★

持別

人 円 円

1371X 2.40-3,290.40

429x3.00=1,287.00

47x5.50= 258.50

11931毎度二旣收.....
门譯11932年度二徵收.....

1,863.15

2,972.75

口ヒ維持R會戏 合計4,835.99 

新入會員ト退會者ハ殆ド同数ト看做 

シ豫算ニ計上セズ

初爭エフ購讀費........
人 円

................ 255x0.60= 15X00

ロ 931年度二旣收.....

11932郢度二徵收.....
73.20

79.80

斯購讀右增加!.........
人 円

................ 2OUXO.3I'= 60.00

以上初無エス購議費… 213.00
雜收入.............. 700.00

預金利子（永代覆金チ除 700.00

會寶集金料............... 10.00

前年度剰餘金繰入.....  6.81

合 計 6,46571

★支出★

機關雜誌歿............ 2,700.00

初誓エス雜誌費.......... 300.00

諸通信毀及送料.......... 750.00

振替及集金料金...........50.00

備品我.............. 100.00

消耗品!?........... 200.00

事務所費........... 1,020.00

事庙經費.............. 840.00

會合費............... 80.00

文庫 «........... 50.0（）

地方會拂戻............... 55.00

宣偉費.............. 350.00

常設代表者》!孑賦課金…1〇〇・〇〇 
B本エス次會へ寄附金… 60.00 

動產兴災保險料金..... 58.50

電話料金............... 85.00

臨時費............... 50.00

合 計 6,84850

收支差引不足............ 382.79

不足額二對シテノ、出版和:積立金チ流 

用補塡ノ見込
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エスペラ1 ン

La horloĝo
La horloĝo mezuras la tempon; ĝi 

anoncas al ni kioma horo estas.
Estas diversaj specoj de horloĝoj ・ 

Tiu, kiun ni povas meti en la poŝon 

estas poŝhorloĝo Jen poŝhorloĝo kun 

ĝia Ceno. La poŝhorloĝo havas cifer

platon kun dekdu ciferoj kaj du 

montrilojn ・ しa montriloj iras de 

maldekstre al dekstre, kaj montras 

la horojn kaj la minutojn. Unu horo 

havas sesdek minutojn;la minuto 

enhavas sesdek sekundojn, kaj la 
sekundo konsistas el momentoj.

La horloĝo, kiu estas sur la kameno 

estas kamenhorloĝo, kaj tiu, kiu estas 

alkroĉita sur la muro estas mur

horloĝo. Mia poŝhorloĝo estas el 
nikelo, sed Ia via estas el arĝento.

〔說明」例に依って表題から見てゆ 

く 〇 horloĝoが「時計」である爭は大抵 

の人はc知であらう。此の字は0成語で 

はないが一つの記憶法としてhorCH^間） 

+1〇@（住む）+〇と分解して見ると面白 

い。時計の中には時間が住んでゐて其れ 

が吾々に時を告げ知らせる、とこぢつけ 

ると一生忘れない。斯様にして記憶出來 

る語が町成澤山ある。各自硏究されよ。

本文に入ってmezuriが未知でも 

tempoが已知なら推察出來る〇 tempo 

の次を見るとpunktokomoがあリ 

次にĝiと出て來る。此の形は一月號に 

も有ったから諛者は十分御承知の事と思、 

ふので說明を省く。さて次に進んでgi

ト初等讀物
小野田幸雄

卽ち!a horloĝoがどうしたのかと讀ん 

で行くと、kioma horo estasとある〇 

kiomは疑問詞でおるか今の場介文頭に 

在らず、文尾にdemanda signo匚?ヨも 

無いので純然たる疑問文ではないヽ然ら 

ば關係詞かと乩るとさうでもなさゝう 

だ。そこで此の形に一度も御冃に掛った 

事の無い人は冑を脫いで仕舞ふ、がそん 

なに急いで脫ないでもよい〇 kioma horo 

estasだけを考へて乩る。すると此れは 

kioma horo estas ?卽ち「何畦ですか」 

である。・然らば此の文が其のまゝ本文に 

あてはまりはしないであらうかと考へれ 

ば立派に意味が通って解決が付く 〇

先へ進むとTiu, kiunの形がある〇 

此のkiunこそ正眞iE明の關係詞的用法 

である。そこでtiuを受ける動詞はと见 

もてゆくに先づpovas力:あるが此れは 

ni povasであるから駄目、故にestas 
と云ふ事になる。卽ち

Tiu, （kiun ni povas ・・・）estas 

poŝhorloĝo.

關係詞と云ふものは、Tiu, tiunと繰返 

しても良いのであるがそれでは耳ざはリ 

なので其の代りとして用ひるものと思へ 

ばよい〇 tiuはhorloĝoを指す〇又en 

la poŝonと目的格になってゐる事を注 

意する〇 ekster la poŝo からpoŝo の 

中へ入れると厶U、感じ。poŝo力:解って 

ゐればpoŝhorloĝoは合成語であるから 

容易に解決が付くはづ。

次の文に進む。此處で問題になるのは 

kun ĝia ĉenoであらう〇 kunの主な用 

法は Mi promenas kun mia frato.（私 



116 9

は私の弟と一緖に散步する。）Alportu 

al mi panon kun buter〇.（バタ附パン 

を持って來てくれ。）の二つである。そ 

して本文は勿谕後者の場合。ĝiaのĝi 

は例に依ってpoŝhorloĝoを示す〇仪說 

明が前後するが文頭のjenは「そ一ら 

此處に」と云ふ調子。

次の文にゆくと又kunがあるが此れ 

も今の場介と同様〇 dudek及duから 

cifero及montriloの意が解り、從って 

ciferplatoも解決が付く 〇

montrilo=montr （扌吕し示す）+ il + o 

ciferplato=c 迁 er + plat （平板）+ 〇

又montrilojnが口的格になってわる事 

に注口されよ。これあるが爲文脈は

La poŝhorloĝo havas 

^ciferplaton
I kun dekdu ciferoj 
'kaj du montrilojn・

もしそのmontriloj力:主格なれば

・・・ havas ciferplaton kun

dekdu ciferoj
kaj

du montriloj ・
となる譯。

次の文は無難、其の次に進んでCOに 

注意すれば文を二つに分つ事が出來る。 

enhavas ti en+hav + asと分解する事 

に依!）、「中に持つ」「含む」と解る。 

konsistiは「……から成る」で常に後に 

elを伴ふ〇

Tiu ĉi konstruaĵo konsistas el 

betono.（此の建物はコンクリートで 

出來てゐる。）

horloĝo, kiu estas ••・は

La horlo女〇,（la horloĝo estas sur

la kameno） estas kamenhorloĝo. 

tiu, kiu estas ••・は

tiu, （tiu estas alkroĉita sur la 

muro） estas murhorloĝ〇.

と考へる事〇 kamenoは壁の處に附けっ 

きりになってゐる煖爐、此れに對して持 

ち運び自山の置煖爐はforno, tiuは無 

論la horloĝo, kroĉiは「鉤に掛ける」 

である。此れにalが付くと鉤の手前の 

方から持って行ってひつ掛けるヽと云ふ 

樣な氣分が出る〇次の文ではel nikelo, 

el arĝentoに注意する。此の樣にelの 

後に物質名の來た時は「其の物質の一部 

分から成る」の意を持つ。前の文のel 

momentojの様な場合は「momentoが 

集ってそれから成る」の意〇 viaはvia 

horloĝo の意〇

mezuri 言トる〇 tempo 卩ぎ〇 anonci 代 

げ知らせる〇 （參考）anoncistoアナウ 

ンサー〇 diversa種々の〇 speco種類〇 

meti置く 〇 poŝoポケット〇 ĉeno領〇 

cifero 數字〇 momento 瞬間〇 muro 

壁。arĝento 銀。

【譯】 峙計は1^を胃十る.其れは吾々に何時 

であるかを吿げ知らせる。

時計には色々の種類がある。吾々がポケッ 

卜に入れる事の出來るのは懷中時計である。 

そ一ら此處に鎖付の時計がある。懐小時計に 

は十二個の數字の書いた文字板と二本の針と 

がある。針は左から右へ行き時間と分とを示 

す。一時間は六十分あり.分は六十秒を含み、 

そして秒は瞬間から成立つ。

逊煖爐の上になる時計は煖爐時計でちり、 

壁に鈎掛けにしてある時計は壁時計である、 

私の懐中時計はニッケル製であるが.君のは 

銀製だ。
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今日は何日ですか?
初等エス作文の練習——

小此木貞次郎

エス作文の秘訣は?と求められたら卽 

座に答へませう。「そこにペンをお持ちで 

すか。紙は?兩方ともある。では,さあ 

わ書きなさい。」と。自由作文と和文エス 

譯の長短はあるが,兎に角書くことです。 

~避易就難」。エス作文に王道なしです。

ロビンソン•クルソーは無人島に漂若 

してから月ロを忘れぬ爲十字架を立てそ 

れに毎日の日附を刻み込んでいった。と 

ころが或る時激しい熱病にかゝりその口 

課から您く阱れ仁爲，その時から後に分 

ったことだが一日違って刻んでゐた。力 

レンダー,新曲,H記等;に包圍されてを 

る近代人にとっては此の忍耐强い英國人 

のやうな心配は要らない。何故なら次の 

問によって容易に答が得られるから。
--------   ，- , | |—ffc r~—— I — MJ-

1) 今日は何［1ですか。三月廿七

Ĥです。

これはZamenhofがちゃんとEkzer
caro §12.で敎へてわる。

Kiun daton ni havas hodiaŭ ?

Hodiaŭ estas la dudek-sepa (tago) 

de Marto ・

これは又 Kiu tago de la monato 

estas hodiaŭ ?或は Kiu dato estas 

hodiaŭ ?でもよい〇

2) 二月は幾□ありますか。

二月 Februaro.幾日 kiom da tagoj. 

Kiom da tagoj estas en Februaro ? 

Kiom da tagoj ni havas en Febru

aro ?

3) 平年では二十八日,閏年では

二十九日です。

一太陽年が36511 5時48分46秒なのに 

365 |］を以て一月とするところからくる 

差を4年毎(400年に3日の割で除いて) 

の閏H (supertago)で埋合せる〇平年 

normala jaro, normaljaro.併し文帝と 

しては必ずしもen normaljaroとかか 

わばならぬとは限らぬ〇閏年superjaro.

Normale oni havas dudek-oktagoj n, 

sed en supeijaro dudek-nau (tagojn),

此の場介の接續詞ぽkajでも惡くはな 

いカs sedなどが文章を活かしてゐる。

4) 今日は何曜日ですか。金曜日

です。

何曜日といふのは週(semajno)の中 

のどのHであるかといふのと同じだから

Kiun tagon de la semajno ni havas 

hodiaŭ ? Estas vendredo hodiaŭ.

5) 大抵月曜と木曜には私は留守 

です。

大抵 kutime, ordinare,留守 forestas 

de Ia domo, estas for de la domo.

Kutime mi ne estas en la domo 

lunde kaj sabate.

又はかうも書ける。.

Estas mia kutimo esti for de la 

domo lundon kaj sabaton.

lundonはlundoの前にある時を現は 

す前进詞enを省いたものとみてよい。
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6） 第廿囘□本エスペラント大會 

に參加するために十月十五「1に束京 

へ向って出發します。

日本エス大會la kongreso de japanaj 

esperantistoj. ~に參加する partopreni 

en partopreni 〜n.十五日に S 14 

an, en la h>a. 東京へTokion,出發す 

る ekiri <

Por partopreni en la dudeka kon

greso de japanaj esperantistoj mi 
ekiros Tokion la 15-an de Oktobro.

7） エス語の創始者ザメンホフは. 

一ハ五九年十二月十五日に•生れた。

斯樣ななひ方には度々出遇ひます。創 

始者 kreinto, aŭtoro.生れた estis nas

kita, naskiĝis.生れるとか死ぬとかは色 

色巧な文舉的な言廻しがその場合場介に 

よって用ゐられる〇 （例へばlia naskiĝo 

okazis... 生れた〇 forlasi la teron, 
spiri la lastan spiron 死ぬ〇 等々）〇

Zamenhof, la kreinto de Esperanto, 

naskiĝis la 15-an de Decembro 1859.

1859 は mil-okcent-kvindek-naŭa と 

よむ〇

Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto, 

estis naskita la dek-kvinan de Decem

bro de la jaro mil-okcent-kvindek- 
naŭa.

是は mil・okcent・kvindek・naiia と- 

（streketo）で緊ぐ 〇

序に一寸中したいのは直接作文には關 

係ないが,會話,音讀等に於ける數の問 

題です。エス語でも數は仲々ピンと來な 

いので本を讀む時,年號や人きな數に出 

くわすと面倒くさが?）往々そこだけ日 

木語て音讀したり,IIの中でもちゃもぢ 

・や云って誤跪化して了ふが努めて之を 

Esp.で云ふことが必要〇 乂 Esp.の數 

に慣れるには,大いに反復練習するにと 

です。數字を書いて直ちにEsp.で言 

ひ,他の人にEsp.で云って貰って直に 

Ŭ本語で答へる。乂道を步き乍らEsp. 

でunu, du, triと勘定をつヾける〇かう 

した槻念的な數の反復練習を暫く紹け 

る。又一方出來るだけ實生活に於ける數 

屋を斯語で表現するやうに努めること。

練習問題

1・一月は年の展初の月で十二月は最終

の月です〇

2. エスペラント講習に一週二囘出席し 

てをります。

3. 春になると日一日,暖くなってゆく。

4. 世界人戰は一九一四年七月廿八日に 

勃發した。

來週のノK瑶から試勇 が始まbます。

語蛍〕 •週二囘 dufoje en ĉiu 

semajno. H一 日 tagon post tago, 
ĉiutage pli kaj pli, kun ĉiu tago;段 

々と iom post iom, ĉiam pli kaj pli 

勃發する〇 eksplodi, subite okazi.
★下の譯例はホンの一つの書き現し方に 

辿ぎないことをお忘れなく。・

〔譯文一例〕

1. Januaro estas la unua monato de 

la jaro, kaj Decembro la (plej) lasta.

2. Mi nun ĉeestadas en esperanta 

kurso du fojojn ĉiusemajne.

3. Kiam printempo venas, tagon 

post tago fariĝas varme・

4. La mondmilito eksplodis la 23-an 

de Julio 1914.
5. Ni havos ekzamenojn de la mer. 

kredo de la venonta semajno.
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發 の指南

G） cの音

cは舌の先端を上齒の根元につけて赴 

き呼氣で突破する瞬問の音:、.•〇依てca 
=（ッめ）一=マ3一（『おと.ソつアーん』の 

『つア』;CO = （?お）一=つL「『ごッつ 

さま』の『£d）； cu=（ツう）一=つー。 

ce； ci音は日本語に無い加ら相當練習を 

要する。先づ:『cッ（此のッは極めて脚］ 

めて短く）aあー』を別々に發音して見, 

次に『caつアー』と一緒に子音母音兩若 

が渾然ー・音となる樣發音する，この音は 

□本語にも『お父•・ノつ，ん』なる音がある 

から日本人に出來る。筈此の時『ッ』と 

『あ」は別々に『つ・あ』とは聞こえぬ, 

『ッ』と『あ」が合體不離,-・音となってゐ 

ることによく注意〇

〔練習〕C-a, ca; c-o, eo; c-u, cu 
をくりかへし練習。

ce:先づ『cッ』『eえー』と個々に發 

音，次で兩者を合して一緖に『ce （ッえ） 

 と發音せよ,此の時呼氣が齒［莖につ 

いてゐる舌端を突發するかせぬかに手早 

く 11丿孩を母音eの形（卽らaとiとの 

中間の開き）にして『えー』と云ふ聲を 

發しcとeとが渾然话をなすやうに 

努めて練習をくりかへせ。注意I :『ツ』 

と『え』とが別々になり『杖（つえ）』の如 

く閱えてはならぬ。注意2:齒の根元に 

は舌の尖端を輕くつけよ,舌の尖端より 

少し內側が口蓋につくと铤『痊一=ち工 

・』（『ちエースと!』のち工）の音となる 

故注意して鴨別せよ。

〔練習 〇 c-a, ca ; c-e, ce ; c-o, eo ; 
c-e, ce.〔練習2Ĵ ce, ĉe （兩皆を區 

別するやう繰返し練習，然しceは｛杖" 

の音にならぬやう）。

ci:同じ耍領で『cッ』の音を發する 

瞬間に口を母音iのII形（卽ち丨1角を左 

右へ弓Iいて口を狹める）に構へて聲を發 

せよ:Ĵ、一=つイー。敏捷に【】角をカい 

てi音を後續せしめないと『ッ』と『い』 

が別々に聞えて『對（つい）』の如くなる 

故注意して。又舌の極めて先端を使はぬ 

と&『ち ノとなる故,是亦注意。

〔練習 1〕c-a, ca; c-e, ce; c-i, ci.
［練習2J ci, Ĉi （よく區別）。

（4） TとDに就て

Ta, te, to ; da, de, do は 口 本語に 

あるがti, tu ; di, duは［1本語にない 

故練習を要する。Tは舌端のcの時より 

一寸內側を齒莖の處につけて雀き呼氣で 

突破する音,單獨音としては□形が開い 

て居ぬ故トとも么ともつかぬ極めて極め 

て短い音である。Dはtの濁音,矢弓提 

石の先を齒靈に少し平めにつけ聲でとを 

突破する,ドともグともつかぬ極短の需。

〔練習つpatroぱートろ（tを假に卜で 

表はす,卜ともクともつかぬやう極めて 

極めて短く發音せよ,長めてpatoroぱ 

ートろの如く發音古るは嚴禁のこと）， 

sedせード（sedoせドの如く發音する 

な），metro, pudro, vetkuro, tre （卜 

れと卜を長くするな），tri, dekstra （ク 

スト何れも短く），tra, drinki （ドリンき 

と云ふむ）.trinki, tutkore, nokt
mezo, drako, ondlongo, sat, bed, 
tred, halt, krad （此項績 く ）〇
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諺 の

Sako ne sonas, amiko ne konas.
金の切目が緣の切れ目〇

Sakoは物を容れる袋,子供の肩に力、 

けるカバ、ン,こゝでは金をいれる袋,卽 

ち財布（=monujo）; sono 音,soni 音 

をたてる;koni見識ってゐる。『財布が 

音がしなくなら,（さうすると）友人ぽ知 

らぬ渤（見識ってくれぬ）民類例:

Apud plena manĝotablo ĉiu estas 

tre afabla・， …:

（御馳走で）-・杯な食車のそばでは 

（そぱに坐らせられゝぱ）誰でもお愛想 

がよい。

Apud............のそばに（在る）；preter

• •••のそばを通って（行く）。Tablo 
は•般に机,卓;manĝ*〇,tablo食卓; 

skribotablo （書き物讀み物の）机〇 Kiu 
ĝin aĉetis?それを買ったのは誰か〇 Cu 

iu ĝin aĉetis?それを誰か買った者があ 

るか。Ĉiu ĝin aĉetis,誰も彼も皆それ 

を買った〇 Neniu ĝin aĉetis.それを買 

った者は誰もない。Afabla人に對して 

お愛相のよい;malafabla人づきの惡 

く橫柄な。

Kiu havas oron, havas honoron. 
金を持ってゐる者は名譽を持つ。

是は Kiu havas oron, tiu havas 

honoronとtiuを補って解釋せよ,卽 

ち黄金を仃する處の（kiu）その者は（tiu） 

名譽を持つ。此の如き場合にtiuはなく 

てもわかる故略されること多し，就中諺 

には此の形が多い。

Petro kornojn tenas, Paŭlo 
lakton prenas・

硏 究

太郞角をおさへ次郞乳を搾る。

相見互ひ，物事は共同して助け合ふ意。 

Petro, Paŭlo共に普通ありふれに名前。 

Teni或る處,狀態に物を保つ,置いて 

置く，押へて置く ; preni取る。

Ne venas rato mem al kat〇. 

棚からぼたもちは落ちぬ。

鼠が自ら猫の方へやっては來ぬ意。

Mem （他の力によらず冶分で，自ら。

Rostita kolombeto ne flugas al 

buseto.

燒き鳥はお口へとんでは來なI '〇

Rosti肉を（鐵架の上やテンピや鍋の 

中で）ロースト燒きにする;bovrostaĵo, 

rost让a bovaĵo ロース トビーフ〇

Ne gutas mielo el la ĉielo. 
天から蜜は滴っては降らぬ。

Guto 滴,guti 滴る〇

Mezuri lau sia metr〇.

己を以て人を測る。

口分の尺度で（によって）測"Metro 

メートル，尺度（物指）；mezuri測る,計 

量する。用例:己を以て人を測るなNe 
muzuru lau via metro!

しion rigardi tra sia persona vitro. 
色眼鏡で物を見る（あらゆる物を己 

れ個人の眼鏡を通して見る）。

Persono 個人（homo は besto に對 

して人間;personoはhomoj中のあの 

御仁,此0人など個人）；persona個人 

としての〇 Vitroガラス;玆では眼鏡 

okulvitroj の意:）用例:Vi malprave 

rigardas ĉion tra via vitro, 色眼現丫 

かけて物を兒てはいかんよ。
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小坂狷二譯註'

イソップ物語
三月下旬出來の豫定

1931年の厂ラ・レヴォ・オリエンタ」に連続

揭載したものに更に數十篇を加へた68個の

下

村

芳

司

著
 

蹄
エ
ス
文
手
紙
の
書
方 

エ
ス
文
手
紙
の
書
方
を
多
數 

の
實
例
を
添
へ
て
興
味
深
く 

畫
加
れ
た
も
の
。
近
々
の
う 

ち•

本
會
か
ら
出
版
さ
れ
る
。

寓話に親切にして明快な脚註を附してあるか

ら・講習會の敎材ごしては勿論■獨習者にも

好適であち。エス譯並びに脚註は小坂氏。諸

君は安心して本書を讀まれよ。

★綠葉集エス文原作詩 

並びに萬葉占今等から 

の和歌及俳句のエス譯

★中村精男博士遺稿

エス文にによる、先生 

の理學及び文學作品を 

多數あつめたもの。

新 發 賣

ネクタイピンミカフスボタン
sf— 銀靈七寳入特製

ネクタイビン

從來のに比して一層小型（綠 

星の直徑3分5厘）で更に入 

念に仕上げてあります。從來 

銀で出てゐたE字は新發賣品 

では銀で圍った白色七蜜で出 

てゐます。これならどなたに 

もお氣に入るだらうと信じて 

ゐます。

脅
早クタイビン

價送料共30錢

カフスボタン

價1圓20錢•送料6錢

カフスボタン

銀でESPERANTOの文字を 

浮かした綠星旗を象る宙は 

（シーク）なカフスボタン、塞 

は純銀。なほ從來の圓型のも 

ありますから舊型御入用の方 

はその旨お書き添へ下さい。

東京市牛込區 財園 口 母・ t フ パ ヨ •ノ!％ JR3 优話牛込C34） 5415番IzhJll BI3 015猱日本エスヘフノト學習振替口座束京11325番

IHHHGHiU川川川"川川UIIH训川川!,“4册川蚀帅朗!凶用出!M川:出汕II】山川;;川9川川"闵山山1卑・艸”卿郴沁I艸即腮鯉删
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下記の書が新らしく入荷致じまし化。何れも久しく待望されて 

ゐた好著ばかりです。多數任庫してわますから續々御註文を!

Eterna Bukedo ……6 60 (21)
巨彈又巨彈31年のエス文藝界を完全に席捲し盡した詩豐の驍將K.

Kaiocsayは32年の辟頭をこの超巨彈で震駭した。著者は「敢て!nter
©nacia Antologio とは催稱しない」といふが、22ケ國語100に餘る詩人

の名品を縱橫の才筆を以て譯した本書は正に「永遠の花束」として長く 

輝くであらう。裝幀も亦題名に適しく背皮金文字金模様入りの豪奢版。

Drezen••- Historio de Mondolingvo.... 5.25(15)
幾多の重要文獻を續々びに送!)、忽ちエス語界の花形となったSEUの I 

重鎭Drezenが二十年に亘り心血を注いでものした大著が出た。世界語 ! 

最初の試みより將來のそれに及ぶ歴史的撿討。多數揷入の貴重なる寫眞版 I 

とゝ人名600,國際語諸案300の索引とは眞摯な硏究者を悅ばすであらう。B

Edinburgh Esperanto Pocket Dictionary
............................................................................1 25 (4)

エ
ヂ
ン
バ
ラ
の 

增
補
改
訂
版
リ

「エス英・英エス」辭典としておなじみのEdinburghの增補改訂版。 

活字は從來より大きく見出語は感じのよいゴチック館。印刷鮮明、索

出至便。starti, valuto, varo等は勿論、流石のPlena Vortaroにも

ないeskapiの如き最新語まて'多數採錄。未所有の方は勿論、舊版听

有の方もぜひ一部を!

再•着・洋・書•案•

いづれも取寄せても取寄せても忽ち喪切れてしまう書籍ばかりです。 

又も賣切れぬうち卽刻御註文あれ!

Batalo de1'Vivoいふまでもなく Z 博士の

名譯、各人必議書............. 0.55 (4)
Nova Testamento nekristanoj も本書ばかりは

ぜひ一册.................... 020 C2)
Venecia Komercisto 沙翁の代表的名作「ヴェ

ニスの!«人」................. 080 C4)

Step by Step in Esperanto 不思議な程上 く 賣 

れる。これからEsp・を初めようといふ友 

人にぜひ!................... 0 75 (4)
Historio de Kristo大木篤夫氏の課で我國にも 

廣く知られるPapiniの傑作。K osianoも 

Antikristanoも狂信者も背信者も一度は讀 

むべき畫......................650(14)

靠小川町3の15 法人 日本エスペラント學會
振替口座東京11323番



洋•書•短•期•特•賣携

先月號で在庫洋書の短期特晦を發表したところゝ多數の御註文を得て續々舊®場 

仕入の分が品切れとなりゝ定價に復しまし仁。その結果特價品の範圍を丁記の通り 

縮少致しました。何れも忽ち品切れとなる虞れがあります故ヽ下肥の條件お含みの 

上此の際至急押註文下さい。 魅 日本エスベラント學會洋書取次部

★この特價洋書は本會會員に限り提供〉 

會員外の方からは定價を审受く。

★締切期日を定めず、越相場仕入品賣切 

れ次第漸次定價に復す。

★ 一種類なるべく 一人一册宛〇 一-種類大 

量の御註文には應じ兼ねることあり。

★御託文書恆切れの場合の代品を豫じめ 

御指定願へれば幸ひです。

«一 部數に限りあり・好機は再び來らず•即刻注文あれ 一 _

★Adita. UFSRの青年處女に最もよく績まれ 

た科學小說...........上2 50 C6)並——

★Sapaガ〇.希臘黃金時代を華やかに彩る不世 

出の英雄ペリクレスと才色比類なきアスパシ 

ヤの燃える戀の悲劇、課は 咲ono Zamenhof 
.........................................................O EO ⑻ 
^Bulgara Antologio. Krestanov が腐心の工 

ス譯詞華集、絕版書(定價3.00)……150⑹ 
^Bulgara Lando kaj Popolo.我國にちまり知 

られぬ此國の地理と人文をエス語を通じて知 

れc絕版物。(定價は倍)......... 1.20 C2)
★DciHsch-Esp. Worterbucb.自然語エス辭典 

中最も信用ある本書を此際ぜひ!…6 50 (8〕 
★Du Majstro-Noveloj・ Stormo の浪漫的古典 

傑作小說二篇.......上——並 に5 (4)
★Eŭgeno Onegin.露文學に新紀元を劃した 

Puŝkinの傑作韻文小說........... 153 C4)
★Filatera Terminaro,文通希望者必携.....

........................................... ...............0.60 ⑵ 
★Halka.美しい歌劇の名譯 ..... 0.45 ¢6)
★lli. Bergiers ®篇原作小說集……O9OC4) 
★Idoj de Orfeo.原作界の雄Buhhuis作、數 

奇を極めた物語.................2.30 C8)
★Jarmiloj Pasas.エス話によって書き直さ 

れた眞の世界史(殘部僅少)……し4.40(27)
II..440C2O 

★Kaatje.19世紀白耳義で最大の名聲を獲得 

したSpaakの傑作四幕劇 ....... 〇.£0 C6)
★Kaadid.佛革命前の啓蒙大思想家Voltaire 
の作〕SATの主將しanti譯 ..... 0-95 C4)
★ Kompleta Gramatiko kaj Vortfarad〇.l?niictire
の名著文章論と造語法をGrenkampが要領よ 

くまとめたもの.....上33000)並----
★ Kristanismo kaj Patriotismo.キリスト敎と 

愛國心に爛する大杜翕情熱の文字…0.60 C4；

★Laborista Esperaatismo.劳働者 Esp-istoj の 

目的■組織法は?勞働者必讀 ……0.20 C2) 
★Laborkajero al Petro.本書に限り2部以下 

取緩め御註文に應ず............. 018 (2)
★Lastaj Tagoj de Zamenhof.大戰の砲聲を 

聞きながら淚を飮んでMajstroは死んだ〇必 

讀の書。寫眞版多數挿入.........065 ¢2)
★Leono de Flandrujo.フランドル文學の名作 

譯は Bulthuip. ........... •・上 —— 並 2.80(18)
★Milano kaj Lagoj de Lombardio.赭細な地 

岡15葉入美しい案內記 .........2.30 C4)
★Oriento. Devi Angreniその他、東洋趣味 

橫溢の物語集...................1.85⑹
★Per Balono al Poluso.全歐洲の讀書界にー 

大センサチーオを捲起こしたAndreの北洋 

氷上死の放浪記、Engholm生氣横溢の名勰 

...................上一並 4.60¢ 18； 
★Protokolaro de X-a Kongreso de SAT.活氣 

に滿ちた大會孤吿書、殘部僅少.再輪入の見 

込みなし …….................. 0.40 C2)
★Saltego trans Jarmiloj. 鬼才 Jean Forge の 

原作小說.構想愈々奇...........180 C8)
★Vade-Macum Internacia Farmacio.四六倍 

判約30「頁の大册にして、この廉價…2.20C8) 
★Vila Mano.原作界の巨匠Buhhuisの最近 

作................. 上 一 並 2.50¢ 10)
★Biblioeko Tutmonda.................. 各 050 ¢2?

11/12, 13/14, 18/19
★Esperanta Biblioteko Internacia..................
........... 各號 〇 !8 C2)倍號 0.36 C2) 

5,14/15,18, 24, 25, 26.

上製並製の雨種あるうち——印は舊相場仕 

入品賁切れ・御註文は新定價で願ひます。

〔1月20日改定圈書目錄申込み次第進呈〕
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細ま宓

誰Iこもあぼえられる萬國共通の言葉

エスベラントで全世界の兄弟と手を握らう!

面□くてよくわかる勞働者農民の語學雜誌

ポエウ第二囘犬會を前にして 

エスペラントは何故必要か•・ 

マ字の話

3月號!

M . M •生

（おれたちの曆）

（問ひと答）

（支那事變）

林 春 夫エスベラント・ ロ

外國同志の手紙（エス和對................
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東京市神田俶北神保町11
塔 書院行日本ブロレタリアエスペラン亍イえト同盟

ポエウ圖需都振替東京66230
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外阈語を知ら厂人の區習講義錄••… 
語數一馬兀千餘■譯.... /並製0.60
語正確.索出至便 I上製0.30
文法敦科書ご諛本讥かぬ......... Ŭ30
人3な活字で耍領よく編輯い:..... 0 20
捕繪入程度低く小中學生にI適す……0.30 
興味深き議み物數十篇を收む....... 0.33
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エス語我音上の疑闕な氷解す....... 0.30
盲人用獨苗書兼字引...............1.00
笑需廿二篇を對誌詳註し興味橫溢・•:…0.10 
エス語創案者ザ博士の傅記......... 〇-83
ザ博士の言語上の解答な蒐む....... 〇-50
文法及三干五百語を含む小辭典宣年用〇•め 
エス語のみでの世界旅行記•••｛齡 〇!!
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綠 星 旗 紙製綠地に白く「エスベラント」ご坎く e十枚（郵稅共ノ.....小心-

東京市牛込區財卿口未t"7ペぢ・ »強角
新小川町3の15法人日平エスヘフノ・学昌

エスペラント單語カー 
エスペラント文例 
于ス演說會話レコー
Espcro, Tngiĝo レコー
X

〇

スペラン ト便箋 
スペラント封緘斛 
本風景風俗工ハガキ
スペラ ン ト手扣 

甲踵（安全ビン止） 
丙極（・安全ヒソ止特製）
カフスボタン（箱入 組） 
ネクタイピン...........

綠星章

七百二十語に一々用例を示す 

カードミ同一內容の本.....

小坂氏吹込兩面 

獨唱.兩血•…… 

正百枚一册...
ハ十枚入 袋… 
四枚一組三色刷エス說明入 
三越持製上等...........
乙極（背廣用） 
丁種（背廣用特翌）各

1.70
100

振昏口座蒂號
环京11323 3



La Revuo Orienta------ onata Organo de Lna Esperanto-Institutot
Ŝin^oKaŭamaĉi 1【【・I5, Uŝigomet TOKIO, Japanujo; abono intemacia 7 gvi & frankoj.

tMIjI 1我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關

I!日本エスペラント學會
東京市牛込區新小川町三の十五

——"6話牛込（34） 5415番ーー塢替口座果京11325 «J―-
気

目 的エスペラントの普及、研究、實用

（（«）エスペラントに關する各穩の硏究調査及其敦麦 
恵 站J（b）雜誌及圖萼の刊行等

4 * j （c）講演會・講習會の開催及後援

l（d）其他本會の目的も逹成するに必婪ざ認むろ事業

評
工行

三致

尙ほ本會に關¢る詳細及び本會發刊書並に内外エス

ペラント圖書目錄は郵券二錢封入御申込み下さい

驚〈べき廉價なる初等學習及宣傳用雜誌

初等エスペラント
本誌しa I^vuo Orient!の初等向の頁を拔き、卷頭言等を附したもの

每月五□發行 表紙共每號十六頁

誤らざる學習の指針——懇切な3拓學の伴侶

購讀料 一年分僅かに六十錢 半年分三十錢

本誌の弟分たる「初等エスペラント」を愛護して.宣傳しませう

（見本は郵券五錢封入御申込み下さい；

lauMfMiiiBBiBiiaiiamaiiiiBiiii

本誌購讀料（郵稅別）

一部 B10-20
圖書目錄及本會 

の詳細に關して 
任二绫切手封入 

申込まれたしゝ

半年分 H11.20

一年分 1612.40

本會振替（1般!杲京＞'325番
□常番皱1い計用1艮^283番
口淫をみ1基本金專用柬京32089番
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